
デイサービスセンター 日和館 概要 

10名（平成27年6月現在） 

鹿児島県指定事業所番号4671201525 
指定通所介護事業所・指定介護予防通所介護事業所 

月～土曜日（但し、12月31日～１月１日は休み） 

8時30分 ～ 17時30分 

9時00分 ～ 16時05分 

上記提供時間前の８時３０分から９時まで 
上記提供時間後の１６時０５分から１７時３０分まで 

利 用 定 員 

介護保険指定 
事業所番号 

営  業  日 

営 業 時 間 

サービス 
提 供 時 間 

延長サービス 
提供時間 

住宅型有料老人ホーム 日和館 概要 

日和館 お問い合わせ 

TEL 0995-73-5367 
FAX 0995-73-5368 

http://www.askult.com/ 

〒899-5101 
鹿児島県霧島市隼人町住吉186番地 

特定非営利活動法人ウェルフェア 

鹿児島県鹿児島市川上町3561番地 

吉満 富士夫 

住  所 

運営法人 

法人所在地 

代表者名 

TEL 099-295-7333 / FAX 099-295-7322 本社連絡先 

連 絡 先 

電話相談受付け時間：平日９時～17時 

25室（13.09㎡） 全室個室トイレ付き 
夫婦部屋１室（個室2室を使用します） 

居  室 

概ね６０歳以上の方 対  象  者 

定員25名 利 用 定 員 

デイサービスセンター日和館 利用料 

基本料金（月額） 

要支援１ 要支援２ 

通常の場合 １，６４７円 ３，３７７円 

日割り計算による場合 ５４円 １１１円 

基本料金（一回利用額） 

３時間以上 
５時間未満 

５時間以上 
７時間未満 

７時間以上 
９時間未満 

要介護１ ４２６円 ６４１円 ７３５円 

要介護２ ４８８円 ８３１円 ８６８円 

要介護３ ５５２円 ８７４円 １，１０６円 

要介護４ ６１４円 ９９０円 １，１４４円 

要介護５ ６７８円 １，１０７円 １，２８１円 

要支援１・２ 利用者負担額（介護保険を適用する場合） 

要介護１～５ 利用者負担額（介護保険を適用する場合） 

※利用料は所得に応じて１割又は２割負担となります。 
※その他の費用：昼食400円（１食） 
※加算：入浴等、居宅介護計画に基づき提供したサービスに 
   よって別途、加算を請求させて頂きます。尚、加算 
   内容等、詳細は事業所にお問い合せ下さい。 

地域支援型福祉施設 
 

    日和館 
ご案内 

住宅型有料老人ホーム 
デイサービスセンター 
ヘルパーステーション 

運営主体 

・入居者様に安らぎを。 

・家族に任せて良かったを。 

・地域・社会に貢献を。 

地域支援型住宅福祉施設日和館では、 

入居者様が笑顔で安心して暮らせるよう、 

あたたかなサービスを提供させて頂きます。 

ホーム 
利用料 

居室料 管理費 食費 合計 

日額 790円 
（日割り計算） 

1,020円 
（日割り計算） 

1,000円 2,910円 

月額 
（30日の場合） 

24,000円 
（月額固定） 

31,000円 
（月額固定） 

30,000円 85,000円 

住宅型有料老人ホーム日和館 

※医療費、介護保険利用料、介護用品及び日用生活雑貨は上記利用 

 料金に含まれません。 

※居室の家具・家電は全て持ち込みとなります。 

※居室の電気代は管理費に含まれません。 

その他、入居要件やサービス利用に関する費用等、詳細につきまし 

ては、事業所にお問い合せ下さい。 



設 備 サービス 

交 流 活 動 

居室 

トイレ 

食堂（ホール） 

お風呂 

全室個室トイレ付き。ご夫婦の入居にも対応可能なお部屋も 

ございます。（夫婦部屋１） 

レクリェ－ション 

食 事 

入 浴 

健康チェック＆日常生活支援 

安全面に配慮したトイレを各居室に配備しております。車椅

子の方でも安心してご使用頂けます。 

ホーム中央部の食堂（ホール）で、朝・昼・夕の食事を提供

致します。 

個浴を設置しております。介助が必要な方はヘルパーサービ

スをご利用頂けます。 

皆で楽しむ集団レクや、趣味を楽しむ個別レクを提供し、

意欲の向上に努めます。 

栄養士の指導の下、四季を感じる食材でご利用者様の嗜

好に合わせた食事を提供します。 

ご利用者様の心身の状態を把握し、適切な支援を行い、

快適な入浴時間を提供します。 

ご利用者の健康、疾病予防、早期発見に努め、健康維

持・増進を図ります。 

スタッフとの交流 

ご家族との交流 

地域との交流 

社会との交流 

季節の行事 

機能訓練 

外出行事 

その他の活動 

スタッフは、ご利用者様一人ひとりの思いを大切にし、寄り

添い、健やかにお過ごし頂けるよう努めます。 

ご家族との交流を大切にし、ご利用者様と共に心穏やかに過

ごされる時間を提供致します。 

近隣住民との交流の機会を設け、地域の方々とふれ合い、交

流を大切にします。 

地域で開催される行事などへの参加を支援し、社会との繋が

りを大切にします。 

デイサービスセンター 日和館 概要 住宅型有料老人ホーム 日和館 概要 

お正月やお花見、夏祭りやクリスマスなど、季節を感じ

る行事を行います。 

ご利用者様が日常生活を営むために必要な機能の減退を

防止するための訓練を行います。 

意欲向上と生活機能訓練を目的に、外出行事に取り組み

ます。 

地域ボランティアの受け入れや誕生会でのスタッフの余

興など、楽しい企画に取り組みます。 

基本料金（月額） 

利用回数 利用料金（ひと月） 

訪問介護費Ⅰ 週１回程度 １,１６８円 

訪問介護費Ⅱ 週２回程度 ２,３３５円 

訪問介護費Ⅲ 週３回程度（要支援２） ３,７０４円 

要支援１・２ 利用者負担額（介護保険を適用する場合） 

要介護１～５ 利用者負担額（介護保険を適用する場合） 

サービスの内容 

     

１回あたりの所要時間 

利用者負担金 

（自己負担1割の場合） 

（＝基本利用料の１割） 

身
体
介
護 

２０分未満 １６５円 

２０分以上３０分未満 ２４５円 

３０分以上１時間未満 ３８８円 

１時間以上１時間３０分未満 ５６４円 

１時間３０分以上 
３０分増すごとに 

８０円を加算 

引き続き「生活援助中心型」を算定する場合 
２５分増すごとに 

６７円を加算 

生
活
援
助 

２０分未満 ー 

２０分以上４５分未満 １８３円 

４５分以上 ２２５円 

通院等のための乗車又は降車の介助  ９７円 

ヘルパーステーション日和 利用料 

鹿児島県指定事業所番号4671201533 
指定訪問介護事業所・指定介護予防訪問介護事業所 

日～土曜日 / 8時30分 ～ 17時30分 

9時 ～ 17時（但し、12月31日～1月1日は休み） 

介護保険指定 
事業所番号 

営業日/時間 

提供時間 

TEL 0995-46-1777 

〒899-4332 霧島市国分中央3丁目16番6号 住  所 

連 絡 先 

ヘルパーステーション日和  概要 

※利用料は所得に応じて１割又は２割負担となります。 
※加算：居宅介護計画に基づき提供したサービスによって別途、 
   加算を請求させて頂きます。尚、加算内容等、詳細は 
   事業所にお問い合せ下さい。 


