
社 会 福 祉 法 人 ウ ェ ル ネ ス ケ ア

お問い合わせ
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TEL ０５５－９３３－７５０１ FAX ０５５－９３３－７５０２

地域密着型特別養護老人ホーム

ノアノアテラス



ごあいさつ

理事長 加藤信秀

社会福祉法人ウェルネスケアは、平成27年5月15日に地域
密着型特別養護老人ホームノアノアテラスを開設致しました。
当施設は、三島市松本にあります特別養護老人ホームいづテ
ラスのサテライト事業所として定員29名の小規模施設であり
ます。私達は、利用者様お一人お一人の「生活の営み」を大
切にしています。利用される皆様に心地良く過ごしていただ
きたいと願い、その実現を目指して取り組んでおります。

事業所の特性を活かして、利用者様にとって家族のような存
在となれるよう努力すると共に地域の皆様に愛される施設と
なるよう地域社会に貢献してまいります。

1階 デイサービスのあのあ 定員２３名

2階 地域密着型特別養護老人ホーム

ノアノアテラス ２９床

3階 ショートステイノアノア ２０床

※2階・3階 トイレ付個室 ６室

トイレ無し個室 ２３室

普通浴、特殊浴槽 完備

「ノアノア」には、利用者様に安らぎを感じ
てほしいという願いがこめられています。

施設概要

共有空間

二大行事

２階
特養 フロア

居室や共有スペースは、窓が大きく
開放的な作りとなっています。

四季折々の景色や、富士山の見え
るテラスは利用者様の憩いの場と
なっています。

家具は、それぞれの事業所の職員
が迎え入れる利用者様を想い、素
材や柄を選びました。

利用者様がゆったりと過ごしていた
だけるよう配慮しております。

ノアノアテラスでは、施設での合同行事の他、利用者様
のリスエストにお応えして個別外出を行っています。

事業所ごとに工夫を凝らした余暇活動を提案し、暮らし
の中で楽しみを感じていただけるよう努めています。

また、5月の運動会や10月の秋祭りは全体行事の中で
も特に大掛かりなイベントとなっています。

運動会は、三島の体育館へ移動し、ご家族も交えて
200人規模で行います。
秋祭りは、露店や出し物のほか打ち上げ花火400発を
準備し、皆様に楽しんでいただいております。

地域のボランティアさんや月2回の体操教室など沢山
のご協力をいただきながら運営しております。

〇ノアノアテラス・モアナテラス合同運動会

〇ノアノア秋祭り

利用者様の声

一人暮らしの私。
このホームがあるおかげ
で淋しさ紛れ、生き生き
暮らす事が出来、感謝に
たえません。

皆が仲良く生活
している。
笑いが絶えない。
皆して、気兼ねなく
愉しく出来る。
面倒を良く見てくれる。

運動会

体操教室

ボランティアさん
による催し

秋祭り

誕生会



法人名 社会福祉法人ウェルネスケア 設立 平成１９年３月１４日

代表者 理事長 加藤 信秀 従業員数 １８０人

所在地 静岡県三島市松本２９２番地１ 事業内容 介護事業

TEL ０５５－９８２－５１１１

FAX ０５５－９８２－５１１２

URL http://www. wellnesscare.or.jp

地域密着型特別養護老人ホーム
ノアノアテラス

眞（まこと）ユニット 定員 １０名

真心こめたケア 偽らない誠意のこもったケア そんなユニットを目指します

陽（はる）ユニット 定員 ９名

春の陽だまりのような あたたかな家庭的な雰囲気をもったユニットを目指します

心（こころ）ユニット 定員 １０名

心のこもったケアで 職員と利用者様の心のつながりを大切にしたユニットを目指します

利用者様にとって、ごく自然な暮らしが

営まれる場所であって欲しい・・・ 法人概要

沿革

法人理念

2008年 6月 特別養護老人ホーム いづテラス開設 （介護老人福祉施設 ７０床 短期入所生活介護 １０床）

2012年 7月 居宅介護支援事業所 いづテラス開所

2013年11月
いづテラスアネックス 開設 （サービス付高齢者住宅 20室 短期入所生活介護 20床
通所介護 定員 20名）

訪問介護事業所 いづの里ヘルパーステーション 開所

2015年 2月 訪問看護事業所 ウェルズ訪問看護ステーション 開所

5月 地域密着型特別養護老人ホーム ノアノアテラス 開設 29床

６月 通所介護 デイサービスのあのあ 開所 定員23名

短期入所生活介護 ショートステイノアノア 開所 20床

11月 いづテラス定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所 開所

2016年7月 居宅介護支援事業所 マハナテラス開所

2019年4月 ショートステイモアナテラス・デイサービスモアナテラス 開所

定員 ２９名 食費 朝食408円・昼食540円・夕食459円 計1,407円

居室
ユニット型（３ユニット）
全室個室（内６部屋 トイレ付）

設備
共同フロア（各ユニット１室）
浴室（機械個浴１台・個浴各ユニット１）
共同トイレ ９室

サービス料金

＜居室代＞
トイレ付き 2,500円
トイレなし 2,009円

＜サービス利用料＞
一割負担（３０日利用した場合）
要介護1 19,380円
要介護2 21,420円
要介護3 23,610円
要介護4 25,710円
要介護5 27,750円
※介護負担割合二割の方は料金が異なります

加算

一割負担の場合
初期加算（３０日） 913円
外泊時加算（１日あたり） 250円
看護体制加算Ⅰ（３０日） 365円
看護体制加算Ⅱ（３０日） 700円
処遇改善加算Ⅰ（所定単位数に8.3％を乗じた数）
看取り看護体制加算

TEL ０５５－９３３－７５０１ FAX ０５５－９３３－７５０２

URL
http://www. wellnesscare.or.jp

事業所番号 ２２９１１００１９２

いづテラス

いづテラス
アネックス

施設概要

私たちは入居者様の内なる意志と努力を尊重し、
心身の創造的な健康を目指します。

初詣 個別外食

モアナテラス

『ウェルネスケア行動指針』
医療、看護、介護を融合し相互に連携し合いながら

愛し愛されるグループを目指します。

『特養理念』
泣いて 笑って 寄り添って・・・



定員 ２３名
サービス
提供地域

沼津市（原・浮島・今沢・片浜・愛鷹・西浦・
戸田を除く）、清水町、長泉町、三島市
（ビューティータウン・芙蓉台・徳倉地区を除
く）、函南町（田代・桑原・冷川地域を除く）、
伊豆の国市（大仁地区・伊豆長岡南部・エメラ
ルドタウンを除く）

営業時間 8:30～17:30 設備
共同フロア兼機能訓練室
浴室（機械個浴・個浴）

休日 日曜日、１/１～１/３ 食費 昼食代１回540円、おやつ代１回102円

サービス費

※１割負担の場合
サービス提供時間６時間以上７時間未満
要介護１ 583円 要介護４ 901円
要介護２ 689円 要介護５ 1,007円
要介護３ 795円

サービス提供時間７時間以上８時間未満
要介護１ 657円 要介護４ 1,023円
要介護２ 776円 要介護５ 1,146円
要介護３ 900円

介護予防（１ヶ月当たり）※１割負担の場合
要支援１ 1,679円
要支援２ 3,441円

※介護負担割合二割・三割の方は料金が異なります

キャンセル代（前日１７時までに連絡がない場合）
540円

加算

入浴加算 ５１円
送迎減算 －４８円
処遇改善加算Ⅰ(所定単位数に0.059%を乗じ
た数)

TEL
０５５－９３３－７５２０

FAX ０５５－９３３－７５０２

URL http://www. wellnesscare.or.jp 事業所番号 ２２７１１０２８４６

デイサービス

「デイサービスで新たな仲間が出来て、楽しみながら元気に
なれる」「皆さんの笑い声が聞こえるだけで愉しい」
そんな声を頂きます。

生活をする事、誰かの役に立つこと、ご自身が出来る事を自
ら考えて参加できるプログラムをご用意しています。

また、生活における転倒などのリスクを利用者様自身が考え、
予防できるように身体機能の維持に努めています。

利用者様の特技を活かして、主役になれるようなデイサービ
スを目指しています。

利用者様同士が支えあって、

楽しく元気になれる場所。 ショートステイ

定員
２０名
※平成31年４月より単独型短期入所生活介護に
変更となりました

食費 朝食408円・昼食540円・夕食459円 計1,407円

居室 全室個室（内４部屋 トイレ付） 設備
共同フロア １室 静養室 １室
浴室（機械個浴・個浴） 相談室 １室
共同トイレ ６室

＜居室代＞
トイレ付き 2,500円
トイレなし 2,009円

＜サービス利用料＞
一割負担（１日あたり）
要介護1 638円 要介護4 848円
要介護2 707円 要介護5 916円
要介護3 788円

要支援１ 474円 要支援２ 589円
※介護負担割合二割・三割の方は料金が異なります

＜加算＞
送迎加算（片道）
一割負担188円・二割負担375円・三割負担562円

短期生活緊急短期入所受入加算
短期生活長期利用提供減算
処遇改善加算Ⅰ（所定単位数に8.3％を乗じた数）

サービス
提供地域

沼津市（原・浮島・今沢・片浜・愛鷹・西浦・戸田を除く）
清水町
長泉町
三島市（ビューティータウン・芙蓉台・徳倉地区を除く）
函南町（田代・桑原・冷川地域を除く）
伊豆の国市（大仁地区・伊豆長岡南部・エメラルドタウンを
除く）

TEL ０５５－９３３－７５２１ FAX ０５５－９３３－７５０２

URL http://www. wellnesscare.or.jp
事業所番
号

２２７１１０２８４６

ノア・・「休息」「安らぎ」という意味があり、「ノアノア」と繰
り返すことでより一層、利用者様に安らぎを感じてほしいという願
いがこめられています。

ショートステイご利用時、家庭に近い環境で安心して過ごせるよう
お手伝い致します。その人その人に合った介護を心がけながら、一
体となり、第二の家にいる感覚で自由に過ごしていただけます。
ホールには大きな窓があり、天気のいい日はいつも日差しであふれ
ています。各居室どの部屋からも、眺めがよく落ち着いて過ごせる
空間。外からの風通しが心地よく感じられます。

１階
デイフロア

３階
ショートフロア

また来たくなるような…
場でありたいレクリエーション風景

レクリエーション風景

トイレ

トイレ

トイレ

トイレ


