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今月のテーマ

3月
少し寒さが和らいで気分は桜花。

世間の邪気も鎮めて欲しい！早春

ことしはどんな年？

ヘルパーさん他 スタッフ募集しています！

ヘルパーに加え、管理者やサービス提供責任者及び介護支援

専門員の募集も行っています。処遇改善手当に加え特定処遇

改善手当も支給しています。詳しくはホームページをご覧く

ださい。http://www.fukurohelp.com ※ホームページ

グーグル・ヤフーで「ふくろうヘルプ」で一発検索

穢れを祓い春を待つ！

3月は苦みの利いた山菜がいちばん。
今が一番おいしい緑豊かな葉物や
さい・・パセリ 三つ葉 豆苗 うど
ふき にら わけぎ かぶ 春菊 水菜
菜の花 セロリ せり クレソン ブ
ロッコリー カリフラワー など・・

春の香りを先取りしてみては！

ひな
まつり

平安時代に始まる

お人形遊び（ひい

な遊び）とが、長

い間に結びついた

のが、現在の「ひ

な祭り」です。

思い切って
豪華な

献立
に挑戦

もやしとソー
セージの
卵とじ

肉じゃがと
こんにゃく

の煮物

蕨と人参の
マリネ

少し寒さが和らいで気分は桜花。

世間の邪気も鎮めて欲しい！

だんだん
手が混んで

技術向上は

手前みそ

三月三日のひな祭りは、正しくは上

巳（じょうし）の節句といいます。三

月の初めの巳の日という意味ですが、

のち三日に定まりました。時候はちょ

うど桃の季節なので、今では桃の節句

という名で親しまれています。

人形（ひとがた）と呼ぶ草木や紙や

藁で作った素朴な人形に、自分の災厄

を移して海や川に流した祓いの行事と、

新型コロナウイルスについて
役所からも都度情報が入って
いますが、ふくろうヘルプで
は衛生管理はもちろん、学校
休校によるスタッフの負担を
軽減すべく託児の実施など、
サービスの提供に支障が出な
いよう取り組んでいます。



　

●居宅介護支援事業所

株式会社永心 ふくろうヘルプ
〒 709-4334 岡山県勝田郡勝央町平865番地 TEL0868-32-8531 FAX.0868-32-8532

http://www.fukurohelp.com ※ホームページ グーグル・ヤフーで「ふくろうヘルプ」で一発検索

● 施設名 ふくろうヘルプなぎ

● 管理者 菊池明美

● 所在地 〒708-1323 岡山県勝田郡奈義町豊沢297

● 介護保険事業者番号 岡山県・奈義町 3373600620

● 電話番号 0868-20-1323 FAX 0868-20-1324

● 指定 訪問介護 介護予防訪問サービス（奈義町）

● 加算 処遇改善加算Ⅰ特定処遇改善加算Ⅰ特定事業所加算Ⅱ

● 定休日 日曜（ご相談承ります）営業時間 8:30～17:30

● サービス内容 ご家庭への訪問による家事援助や身体介助

※障害福祉サービスは勝央町のふくろうヘルプが担当します。

２月１日ＯＰＥＮ

衛生管理に力を入れてます。
マスクの確保も大変！

全社合同の勉強会を開催

しました。

事業所ラインナップ・訪問介護・有料老人ホーム・居宅介護支援・障害福祉サービス・保険外サービス

● 施設名 ふくろうヘルプ

● 所在地 〒709-4334 岡山県勝田郡勝央町平865

● 介護保険事業者番号 岡山県 3373600612

介護予防訪問サービス 勝央町・美作市・津山市

● 障害福祉サービス事業者番号 岡山県 3313600060

● 電話番号 0868-32-8531 FAX 0868-32-8532

● 指定サービス 訪問介護・介護予訪問サービス

● 定休日 日曜（ご相談承ります）営業時間 8:30～17:30

● 加算 処遇改善加算Ⅰ特定処遇改善加算Ⅰ特定事業所加算Ⅱ

● サービス内容 ご家庭への訪問による家事援助や身体介助全般

● 施設名 ふくろうヘルプ津山

● 所在地 〒708-0872 岡山県津山市平福51-５

● 介護保険事業者番号 岡山県 3370302402

介護予防訪問サービス 津山市・鏡野町・美咲町

● 障害福祉サービス事業者番号 岡山県 3310300847

● TEL 0868-32-8561 FAX 0868-32-8562

● 指定介護サービス 訪問介護・介護予訪問サービス

● 定休日 日曜（ご相談承ります） 営業時間 8:30～17:30

● 加算 処遇改善加算Ⅰ特定処遇改善加算Ⅰ特定事業所加算Ⅱ

● 提供サービス ご家庭への訪問による家事援助や身体介助等全般

● 名称 ふくろうライフ

● 所在地 岡山県津山市久米川南586

● 登録 岡山県

● 電話番号 0868-32-8551

● 定員 11名（居室１０室）

● 対象者 介護度1～5の方、要支援

の方もご相談いただけます。

● 施設名 ふくろうケアセンター

● 所在地 〒708-0872 岡山県津山市平福51-5

● 介護サービス事業者番号 3370302410

● 電話番号 0868-32-8561

● FAX番号 0868-32-8562

● 指定サービス 居宅介護支援

● 定休日 土・日曜（ご相談承ります）

● 営業時間 8:30～17:30

● サービス内容 ケアプランの作成など

好評提供中！お気軽にお

問い合わせください！

多彩なレク

リエーション

とっても

充実

施設長の手

作りトール

ペイントで

す。
貼り絵
も大変上達

しました

岡山県介護福祉士会から講師を招いて

久しぶりに全社スタッフが集いました。

介護技術を初心に帰って再点検！

元気体操

も定着
して参加率ＵＰ
デイサービス

のようです

今日も元気！入居者の安全は私たちが守ります！

●住宅型有料老人ホーム

コロナの話題が毎日飛び交っていますね。

でも暗い話題を吹き飛ばすように皆さん元気に

振舞っています。やっぱり元気が何より！

●訪問介護事業所●訪問介護事業所

訪問介護
事業所


