
地域に長年親しんできた大森内科医院がかかりつけ医として、
医療面での確実なサポートを実現します。
併設する訪問介護、通所介護などの介護保険サービスの利用ができます。

地域に長年親しんできた大森内科医院がかかりつけ医として、
医療面での確実なサポートを実現します。
併設する訪問介護、通所介護などの介護保険サービスの利用ができます。

常磐線　大甕駅から徒歩15分。
大甕駅からバスで5分　降車後、徒歩5分

大森内科医院
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［お問い合わせは］

〒316-0024　日立市水木町 2丁目 25番 3号
（旧日立市多賀農協水木支所）
電話：0294-85-6800        www.mizuki-sakura.jp

一般内覧会

アクセス 生活リハビリ

2017年12月3日
どなたでも見学できます。

10：00～12：00
14：00～16：00日

サービス付き高齢者向け住宅　みずき 桜の杜（24戸）
トイレ・洗面台・収納付き　ペット可（ご相談ください）名　　称

住　　所

併　　設

関連施設

事業主体

〒316-0024 日立市水木町 2丁目 25番 3号
（旧日立市多賀農協水木支所）

診療所：大森内科医院　　内科・消化器科・小児科
〒319-1221　茨城県日立市大みか町２丁目５－ １６
株式会社日立メドック

訪問介護：ヘルパーステーション　みずき 桜の杜

通所介護：デイサービス　みずき 桜の杜 ( 定員 10名）

2017年

!!

12月中旬
入居開始

入居者
募集中

自立動作が引きたせるよう
考えられた高齢者が動きや
すい環境・設備でお過ごし
頂けます。
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TEL：0294-85-6800
URL：www.mizuki-sakura.jp

サービス付き高齢者向け住宅

みずき 桜の杜

事業主体

常磐線　大甕駅から徒歩15分。
大甕駅からバスで5分　降車後、徒歩5分アクセス

住

医 介

サービス付き高齢者向け住宅　みずき 桜の杜（24戸）
トイレ・洗面台・収納付き　ペット可（ご相談ください）名　　称

住　　所

併　　設

関連施設

事業主体

〒316-0024 日立市水木町 2丁目 25番 3号
（旧日立市多賀農協水木支所）

診療所：大森内科医院　　内科・消化器科・小児科
〒319-1221　茨城県日立市大みか町２丁目５－ １６
株式会社日立メドック

訪問介護：ヘルパーステーション　みずき 桜の杜
通所介護：デイサービス　みずき 桜の杜 ( 定員 10名）

施設概要サービス付き高齢者向け住宅とは

契約の流れ

❶高齢者の安定住居に関する法律（高齢者住まい法）に
　基づいた住宅です。
❷高齢者に配慮した（バリアフリー）住居です。
❸賃貸契約なので、多額の入居一時金は不要です。
❹ 24 時間の見守り・生活相談のサービスを利用できます。
❸介護サービスとして、食事提供・身体介護・生活介助
　などの各種サービスが受けられます。
　（別途費用がかかります）

お問い
合わせ

審査

見学・
相談

契約・
手続き

申し込み 面談

ご入居

提携

入居条件
満 60歳以上で介護保険適用（要支援 1・2／要介護 1～5）
の方を対象としてご入居頂けます。
（一部 40歳以上の方含む）
※医療ケアが必要な方もご相談ください。
・たん吸引・胃ろう・在宅酸素など
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医療
と

介護

毎日生まれる「笑顔」の時間

高齢者が自立動作が引き出せるよう
考えられた、動きやすい環境設備で
生活して頂けます。

食事

設備
（浴室・台所
は共有）

部屋のタイプ
面積（㎡）

トイレ
洗面台
収　納

◯
◯
◯

◯

A B
18.63 18.49

◯
◯

月 火 水 木 金 土 日
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ー
◯

9：00～12：00
15：00～19：00 ◯ ◯ ◯ ◯ 17：00迄 ー

居室生活生活
リハビリ

ひのき風呂 トイレ

訪問介護
ヘルパーステーション

通所介護デイサービス

医療・介護・福祉の有資格者が専
門性を持ったリハビリテーション
サービスを提供いたします。併設
診療所の主治医（リハビリ処方医）
との情報交換を密に行い、身体機
能、動作能力の状況を把握・共有
し、適宜適切な医療（急性期から
維持期）とリハビリテーションを
提供いたします。

地域の皆さまが、気軽に健康相談の
できるかかりつけ医として、良質で
親身な医療を提供します。

関係医療機関

◇生活習慣病予防指導　◇がんの健康相談　◇小児保健指導
【院長】大森　健夫　【診療科目】消化器内科、内科、小児科
【診療時間】

【休診日】日曜日、祝日　【TEL】0294-54-1361

身体介護
●食事の介助　●排泄の介助　●入浴の介助
●洗髪・清拭（身体をふくこと）　●衣類の着脱　●体位交換
●通院の付添い
生活援助
●掃除　●買物　●衣類の洗濯や補修　●ベッドメイク
通院時の乗車・降車等の介助
●通院などの際の乗車、降車の介助および
　乗車前・降車後の移動の介助
※「介護予防訪問介護」及び「介護予防・日常生活支援総合事業」でのご利用の場合、
　【身体介護】と【生活援助】の区分はありません。【通院時の乗車・降車等の介助】の
　利用も出来ません。また、移送にかかる費用は別途自己負担となります。

〒319-1221　茨城県日立市大みか町２丁目５-１６
（JR常磐線・大甕（おおみか）駅徒歩７分）


