平成２９年度

主な行事

ホーム
（ショートステイ）

4月

・家族会4/2

・習字教室4/1

・桜鑑賞

・桜鑑賞

・お花見ツアー4/3

・利用者懇談会4/3～9

・歌

・ひのき湯4/17、4/18、4/19 ・朗読会4/21

・お茶クラブ4/26

・お茶飲み会5/13

在宅介護
支援センター
・通いの場4/10・4/24

4/12

地域包括
支援センター

地域ささえあい
センター
・鹿革ミサンガ作り4/7

・消防防災訓練4/5

・御行町内会総会4/27

・天嶽院拝観4/11

・法人内研修4/5

・キーボード演奏4/17

・ハーモニカ演奏4/13

・大正琴演奏4/26

・太極拳4/14

・連合わかやぎ会出前講座4/28 ・はらぺこあおむしのお話の会4/14 ・防災資機材点検4/6

・民謡4/28

・フラダンス4/16

・ダスキンセミナー4/28

・かわら版

・ハーモニカ演奏4/18

・喜楽会総会、渡内4/11、高谷4/26

・江の島弁財天4/26

・バイキング5/16～22

・端午の節句4/29～5/5

・ラフターヨガ5/24

・菖蒲湯4/29～5/5

・片瀬山南公園健康づくり体操5/17

・ユニットレクばら5/22

・お菓子作り5/25

・昭和歌謡5/25

・歌

・老人連合会ｳｫｰｷﾝｸﾞ5/23

・ちぎり絵講座5/22

・ケアハウス交流会5/26

・ホーム交流会5/26

・民謡5/26

・太極拳5/12

・ひまわりサロン5/30

・昭和歌謡講座5/31

・ピアノ＆ヨガ5/30

・フラダンス5/26.27

・通いの場5/8・5/22

・小地域ケア会議6/6

5/3.9

・片瀬地区社会協議会総会5/12 ・民生委員定例会5/8

・夏祭り看製作6/1,15,22

・大正琴演奏6/3

・園児訪問6/7.8

・通いの場6/12・6/26

・南浜老人会出前講座6/5

・外出レク6/5

・朗読会6/28

・昭和歌謡6/4

・太極拳6/16

・家族介護者教室

・恒陽マンション出前講座6/28 ・ちぎり絵講座6/15

・ショートステイ家族会

・踊りの会6/28

・3階フロアレク6/19

・運動会6/19～25

・ハーモニカ演奏6/18

・ラフターヨガ6/27

・ピアノ＆ヨガ6/20

・朗読6/28

・歌

・手品、音楽演奏6/30

6/13・6/15・6/19

・理事会5/23

・ふれあい昼食会5/16

・ばら湯6/1

6/13・6/15・6/19

その他

・福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱしおさい総会4/22

・さつまいも等植付け5/22 ・駄菓子屋5/22

・ばら湯5/29、5/31

6月

しおさい
デイサービス

・大相撲藤沢場所観戦4/8

・季節湯(菖蒲)5/3～5/5

5月

村
岡
デイサービス

ケアハウス

・理事会、評議員会6/8

・ぬくもりサロン6/27

・地域ケア会議6/5

・防犯講座6/30

6/24

・ハーブ湯7/3～7/5

・布切り絵7/5

・七夕7/1～7/7

・しおさい便り
・七夕バイキング6/29～7/5 ・通いの場7/3・7/24

・ケアマネ支援研修会7/4

・初級囲碁サークル7/7

・七夕行事食7/7

・七夕行事食7/7

・ラフターヨガ7/26

・太極拳7/14

・地区社協出前講座7/11

・育児講座7/10

・お茶飲み会7/10

・大正琴演奏7/27

・歌

・ひまわりサロン7/26

・昭和歌謡講座7/10

・消防設備等点検7/18

・民謡7/29

・利用者懇談会7/25～7/30

・在宅医療講座7/28

・福寿祭7/21

・片瀬老人クラブ連合会定例会8/17

・在宅医療講座8/1

・非常時伝達訓練8/29

・片瀬山町内会車椅子講習会8/19

・小地域ケア会議8/7

7月

7/21

・かながわ高齢者福祉
研究大会7/5

・キーボード演奏7/31
・かわら版
・外出レク8/19

・朗読会8/4

・大正琴演奏8/1

・家族会8/3

・お茶飲み会8/9

・朗読8/4

・フラダンス8/4
・地域ケア会議8/7
・ハーモニカ演奏 歌8/5.6

・お買い物ツアーと外食会 ・夏祭り8/21～27

8月

8/24 ・ラフターヨガ8/29

9月

・衣類販売会9/3

・日枝神社祭礼9/10

・日枝神社祭り9/9・10
・ピアノ＆ヨガ9/19
・敬老会･ハンドベル演奏会 ・民謡9/22

・敬老会9/18

10月

9/19 ・ラフターヨガ9/23

・藤沢市民祭り外出レク9/24

・アロマ湯9/28～9/30

・手品、音楽演奏9/4

・お茶クラブ9/27

・プラレールで遊ぼ8/7・8/9

・夏祭り8/8～13

・新聞紙コサージュ作り8/23

・ピアノ＆ヨガ8/15

・ファインディングヨガ8/30

・歌
・衣類販売9/3

・通いの場8/7・8/28

シャンソン8/18

・敬老会9/12～17

・ハワイアンリボン8/31
・通いの場9/4・9/25

・南浜老人会出前講座9/4

・小地域ケア会議9/6

・フラダンス9/24

・片瀬地区車椅子操作説明会9/9

・村岡地区敬老会9/8

・ピアノ＆ヨガ9/30

・恒陽マンション出前講座9/13 ・ちぎり絵講座9/13

・しおさい便り

・介護する人のつどい9/21 ・ファインディングヨガ9/27

・かわら版

・ぬくもりサロン9/27

・ライオンズ江の島見学10/6 ・お茶飲み会10/11

・利用者懇談会10/2～8

・運動会10/3～8

・通いの場10/2・10/23

・秋祭り10/14

・大正琴演奏10/13

・歌

・地域ケア会議10/2

・しょうが湯10/26～10/28 ・お菓子作り10/25

・朗読10/20

・歌・手品

・ケアハウス交流会10/27

・ラフターヨガ10/25

・太極拳10/27

・キーボード演奏10/30

・ハーモニカ演奏

・布切り絵10/18
・ホーム交流会10/25

・さつまいも等収穫

10/12

・片瀬山市民の家高齢者相談10/12

10/20

1月

・法人内研修10/11

・育児講座10/13

・防災資機材点検10/12

10/28

・福祉バザー10/28
・歴史講座10/31

・家族会11/5

・買い物ツアーと外食会11/15 ・大正琴演奏11/4

・紅葉鑑賞

・ユニットレクばら11/20

・図工クラブ11/16

・民謡11/16

・バイキング11/11～16

・片瀬山自治連車椅子操作説明会11/26

・高谷喜楽会誕生会11/6

・りんご湯11/27～11/29

・朗読会11/20

・手品、音楽演奏11/19

・太極拳11/17

・ひまわりサロン11/29

・ちびっこタイム11/10・11/24 ・理事会11/13

・踊りの会11/22

・ピアノ＆ヨガ11/21

・歌

手話11/18

・バイキング11/21～27

・歌

11/23

・

・村岡地区総合防災訓練11/18

・外出レク12/6
・お茶飲み会
・オハナ(フラダンス)12/14 ・朗読会12/7

12月

・消防防災訓練10/11

・ぬくもり研修会10/3
・村岡地区福祉大会10/12

・文化祭10/30～11/5

11月

・小地域ケア会議10/1

・3階フロアレク12/19

・ハンドベル演奏会(ﾎｰﾑ3F)

・民謡12/8

・ハーモニカ演奏

・フラダンス12/14

・コーラス

・大正琴演奏12/21

12/21 ・クリスマス会12/23～25

・ケアハウスハンドベル12/21

・通いの場11/13・11/27

・歌

12/9

12/12

・ユニットレクゆり1/22

・七草粥1/7

・大根湯1/29、1/31

・鏡開き1/11
・お茶クラブ1/24

・ピアノ＆ヨガ1/23

・片瀬山市民の家高齢者相談12/14

・担い手養成研修12/4

・連合わかやぎ会懇親会12/15 ・歯科講座12/5

・指導監査11/10

11/18
・1階フロア大規模修繕
11/16～12/22
・消防設備等点検12/15
・定期建物検査12/20

・在宅医療地区別懇談会12/21 ・天嶽院散策会12/6

・ピアノ＆ヨガ12/19

・新年会1/4～10

・地域ケア会議12/4

手話12/13

・しおさい便り

・新年会(祝膳)1/1

・通いの場12/4・12/11

・
・担い手養成研修11/30
・南浜老人会出前講座12/11 ・小地域ケア会議12/1

・フラダンス12/15

・季節湯(ゆず)12/21～12/23 ・クリスマス行事食とハンドベル ・忘年会12/26～12/31

・正月祝い膳1/1

・法人内研修11/1

・ふれあい祭り11/11.11/12 ・村岡地域総合防災訓練

・クリスマス行事食12/25

クリスマスコンサート12/25

・片瀬山市民の家高齢者相談11/9 ・渡内喜楽会サロン渡内11/1

・ぬくもりサロン12/7
・渡内喜楽会忘年会12/12

・新年会1/4～10

・通いの場1/22・1/29

・片瀬地区賀詞交換会1/6

・村岡地区賀詞交歓会1/6

・手品、音楽演奏1/14

・音楽会1/20

・緊急通報定期訪問開始

・片瀬山市民の家高齢者相談1/11 ・生活支援コーディネーター研修1/10

・民謡1/19

・利用者懇談会1/23～27 2/4

・ひまわりサロン1/19

・ちびっこタイム1/12.1/26

・御行会懇親会1/23

・渡内喜楽会新年会1/15

・通いの場2/5・2/26

・介護のつどい2/17

・小地域ケア会議2/6

・地域ケア会議2/6

・村岡緊急通報協力員会議2/26 ・地域活動団体交流会2/8

・ラフターヨガ1/24

2月

・節分・豆まき2/3

・節分・豆まき2/3

・キーボード演奏2/6

・節分1/28～2/3

・よもぎ湯2/26～2/28

・お茶飲み会2/7

・大正琴演奏2/7

・ハーモニカ演奏

・グルメの会2/27

・図工クラブ2/8

・朗読2/16

・ピアノ＆ヨガ2/20

・手作り食べよう会2/17

・ラフターヨガ2/20

・歌

2/21

2/10

・育児講座2/9

・緊急通報協力員連絡会2/26

24

・福祉講演会2/10

・ハーモニカ演奏2/22

・担い手養成研修2/14・2/22

・手品、音楽演奏2/23

3月

・認知症予防教室2/28

・ひな祭り行事食3/3

・ひな祭り行事食(夕食)3/3 ・朗読3/19

・ひな祭り2/25～3/3

・衣類販売3/10

・買い物ツアーと外食会3/15 ・ピアノ＆ヨガ3/20

・歌

手話3/16

・片瀬山市民の家高齢者相談3/8 ・郷土づくり推進会議発表会2/10

・武田薬品湘南研究所

・朗読会3/19

・民謡3/24

・音楽演奏3/21

・鵠生園緊急通報協力委員会3/9 ・ちびっこタイム3/9・3/23

桜見学3/25

・お茶クラブ

・大正琴演奏3/26

・太極拳3/30

・まどい運営推進会議3/16 ・ぬくもりサロン3/13

・ラフターヨガ3/27

・しおさい便り

・湘南平塚看護出前講座3/20 ・渡内喜楽会認サポ講座3/27

・誕生会

・誕生会

・ローズマリー湯3/29～3/31

・通いの場3/12・3/26

・南浜老人会出前講座3/5

・ぬくもり研修会3/6

・理事会、評議員会3/22

・ひだまり片瀬交流会3/20 ・相続の話3/29

毎月

・利用者懇談会

・誕生会

・誕生会

・ハンドベルクラブ

・片瀬老人連合会出前講座 ・創作の会

・村岡喫茶

・ラジオ体操

・民児協定例会
・囲碁・麻雀・演芸館
・片瀬ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰミニ講座 ・きらりＢ＆Ｓ（コグニ体操等）

（2階…4,6,12,2月）

・口腔体操

・公園体操

・唱歌童謡

（3階…5,7,9,10,11,

・陽だまり片瀬出張相談

・介護予防運動自主活動えがお

1,3月）

・ちとせ会

・村岡包括出張相談

・地域清掃

