
■ 法人全体の行事・活動

太陽熱設備の修繕工事完成 突風による災害復旧工事 屋上の設置箇所（太陽熱パネルの一部）
入所者・職員定期健康診断 定期健康診断（全職員対象） 会議室他
★百寿の郷感謝祭 地域交流イベント「敬老」「おまつり」 百寿の郷駐車場等
★災害避難訓練 夜間火災想定ほか 全事業所
インフルエンザ予防接種 11月～12月の期間に接種（全職員対象） 医務
岩手県指導監査（法人部門） H30年度社会福祉法人　指導監査 会議室他
しわ介護の日事業参加 テーマ～みんなの力を介護の力に～ オガール
職員定期健康診断 夜勤者の定期健康診断 百寿の郷
職員採用面接試験 臨時から正規採用に係る試験 会議室
地域防災協力隊防災研修 防災の取組と現状（研修）,意見交換会 ラ・フランス湯楽々
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２　法人・施設の行事活動等

★ 百寿の郷感謝祭 <紫波総合高校生による郷土芸能> ★ 避難訓練 <火災等の災害時の非常食 ～どんなものがあるのか？～>

法人全体の事業



■ 特養ホーム等の行事活動

期別

手作りおやつ 桜もち 25 西フロア
４月誕生会 東フロア利用者誕生会（会食） 12 東フロア
お花見ドライブ 城山公園ほか 12 東フロア
お花見会 会食 64 特養ホール
４月誕生会 東フロア利用者誕生会（会食） 12 東フロア
お食事会 食事会 64 特養ホール
新緑ドライブ 外出 12 日詰方面
５月誕生会 東フロア利用者誕生会（会食） 12 東フロア
手作りおやつ プリンアーモンド 25 西フロア
産直ショッピング 外出ショッピング（紫波農園） 6 西フロア
６月誕生会 東フロア利用者誕生会（会食） 12 東フロア
誕生会 おやつ会食 25 西フロア
手作りおやつ プリンアーモンド 25 南フロア
いきいき交流会 ミニゲーム大会等（機能訓練） 64 特養ホール
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★ 機能訓練も兼ねて輪投げゲーム ★ 優勝チームにご褒美の賞品授与

施設の行事活動 (第１四半期)



期別

★七夕交流会 7/6(金) 水分児童館交流・お楽しみ会 85 特養ホール
土用丑の日会食 7/18(水) うなぎ会食 64 特養ホール
手づくりおやつ 7/22(日) クラッシュゼリー 25 南フロア
ドライブ 7/27(金) ドライブ＆おやつ外食 9 オガール
★お盆法要 8/2(木) お盆法要（称名寺　笹井住職） 70 特養ホール
8月誕生会 8/4(土) 東フロア利用者誕生会（会食） 12 東フロア
スイカ割り大会 8/12(日) スイカ割り 25 特養ホール
ドライブ 8/24(金) 季節感味わう 12 日詰方面
手づくりおやつ 8/26(日) パフェ 25 南フロア
デイサービス誕生会 9/4(火) 利用者　鳥畑さん102歳誕生会 25 デイサービスホール
特養ホーム　花火会 9/12(水) 花火 64 特養ホール　中庭
手作りおやつ 9/17(月) どら焼き 25 南フロア
9月誕生会 9/19(水) 東フロア利用者誕生会（会食） 12 東フロア
お楽しみおやつ 9/30(日) 会食等 25 西フロア
産直ドライブ 9/30(日) 南フロア 見学、買い物 7 オガール
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月日(曜)行事・活動の名称 内　　容 人数

★ お寺の住職さんをお願いしてお盆法要（ご先祖礼拝） ★ 園児との交流 プレゼント交換

施設の行事活動 (第２四半期)



期別 人数

手作りおやつ 10/7(日) いとこ煮風 25 南フロア
ハロウィン仮装大会 10/12(金) 仮装して各フロア訪問 25 西フロア
手作りおやつ 10/16(火) カボチャ生クリーム 25 西フロア
100歳祝い会 10/20(土) 玉山キノエさん100祝い 64 特養ホール
手作りおやつ 10/23(火) 小麦粉フライ 12 東フロア
手作りおやつ 10/24(水) 焼き芋会 64 特養ホール
ハロウィン仮装大会 10/28(日) 仮装して各フロア訪問 25 南フロア
紅葉ドライブ 10/30(火) 季節感味わう 6 煙山ダム
手作りおやつ 11/11(日) デコレーションケーキ 25 特養ホール
★寿司の日行事 11/14(水) 手作りお寿司会食＆交流 64 特養ホール
11月誕生会 11/16(金) 東フロア利用者誕生会（会食） 12 東フロア
ゲーム大会＆お楽しみおやつ 11/18(日) 利用者交流、会食 25 特養ホール
11月誕生会 11/25(日) 演芸 64 特養ホール
喫茶コーナー開設 11/30(金) 飲食＆交流 64 特養ホール
クリスマス＆忘年会 12/14(金) 西3,4丁目 25 特養ホール
クリスマス＆忘年会 12/16(日) 南2,3丁目 25 特養ホール
12月誕生会 12/23(日) 演芸 64 特養ホール
フロア誕生会 12/23(日) 誕生会 12 東フロア
★クリスマス交流会 12/25(火) あづま幼稚園児交流会,プレゼント交換等 56 特養ホール
忘年会 12/29(土) おやつ会食 12 東フロア
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行事・活動の名称 月日(曜) 内　　容 場　所

★ 幼稚園児の演技に満面の笑顔 ★ 職員の板前さん なかなかの腕前

施設の行事活動 (第３四半期)



期別

★水木団子作り JA女性部の奉仕 特養,ゆいっこ
誕生会 東フロア利用者誕生会（手作りおやつ） 東フロア
新春カラオケ大会 カラオケ 西フロア
新年会・大抽選会 お酒・ｼﾞｭｰｽ 特養ホール
東フロア誕生会 誕生会 東フロア
節分 節分の豆まき 各フロア
喫茶コーナー開設 飲食＆交流 特養ホール
居酒屋開店 お酒、ｼﾞｭｰｽ等 特養ホール
２月誕生会 つばめの会他の演芸 特養ホール
お菓子摑み取り大会 お菓子の摑み取り 南フロア
平井様102歳誕生会 会食祝い会 西フロア
ひな祭り 甘酒、おやつ会食 西フロア
東フロア誕生会 誕生会 東フロア
手作りおやつ 甘酒、アイス 南フロア
３月誕生会 会食 西フロア
★ひな祭り会 慰問ボランティア 特養ホール
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3/24(日) 25
3/26(火) 25
3/27(水) 64

2/26(火) 25
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2/20(水) 64
2/24(日) 64
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2/10(日) 64
2/13(水) 64

1/10(木) 12
1/20(日) 25
1/27(日) 25
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1/9(水) 13

行事・活動の名称 月日(曜) 内　　容 人数

★ 小正月行事、昔懐かしい「みず木」飾り ★ ひな人形 毎年３月 特養ホールに飾ります

施設の行事活動 (第4四半期)



■ グループホームゆいっこの行事活動
期別

お花見ドライブ ドライブ外出 18 県立農業ふれあい広場
「南の舘」竣工祝賀会 ゆいっこ増築完成の祝賀会 18 特養ホール
家族会総会 H29年度決算、30年度事業計画ほか 9 ゆいっこ
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 25 ゆいっこ
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 12 ゆいっこ
ドライブ あじさいロード 23 陣ケ岡
七夕交流会 虹の保育園交流・おたのしみ会 26 ゆいっこ
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 29 ゆいっこ
介護と福祉フェア 福祉イベント＆交流 27 めんこいテレビ
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 19 ゆいっこ
町花火大会見学 季節行事　紫波町花火大会　見学 23 運動公園
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 16 紫波グリーンホテル
納涼会 ユニット交流・食事会 27 ゆいっこ（南の舘）
外部評価 いわての保健福祉支援研究会による 2 ゆいっこ
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 15 ゆいっこ（南の舘）
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 16 紫波グリーンホテル
敬老会 北、南敬老・交流会（＆家族） 53 グリーンホテル
運動会見学 虹の保育園 27 虹の保育園
十五夜 会食 27 ゆいっこ
新そば祭り（外出活動） 新そば祭り　見学、参加 27 ラ・フランス温泉
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 15 ゆいっこ
クリスマス交流会＆食事会 虹の保育園の園児との交流会 55 ゆいっこ
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 15 グリーンホテル
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 34 ゆいっこ
水木団子作り JA女性部の奉仕 13 特養,ゆいっこ
節分行事 会食と豆まき 25 ゆいっこ
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 17 ゆいっこ
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 15 ゆいっこ
誕生会 入居者の誕生会（会食等） 15 ゆいっこ
ゆいっこ　ひな祭り 会食＆交流 26 ゆいっこ
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ゆいっこの行事活動




