
日 全体行事 日 ユニット名 ユニット行事 日 内容 日 内容 日 内容

6 梅・桜 お花見、お楽しみ入浴、誕生日会 3 新人社員研修会

9 紅葉・白樺 お花見、お楽しみ入浴、誕生日会 20 介護福祉学科実習指導者打ち合わせ会

14 広報誌第24号発行 8.9.21 欅・皐
お花見、誕生日会、ミニストップで
買い物、散歩

30 地域密着型サービス事業所意見交換会

9.1 銀杏・拳 お花見、誕生日会

23 お茶会 3.13 楓・山吹 花見、誕生日会

1～25 小規模
お花見、ユニットを飾る、入浴剤の
購入

25.28.29 梅・桜
花フェスタ、誕生日祝い、お楽しみ
入浴、花植え

20.22 紅葉・白樺
花フェスタ、映画鑑賞、お楽しみ入
浴、散歩、誕生日会

26 欅・皐 花フェスタ、季節の飾りつけ

25 銀杏・拳 花フェスタ、誕生日会

28 お茶会 11.22.27 楓・山吹 誕生日会、花フェスタ、手芸、手芸

29 小規模 花フェスタ

1.29 梅・桜
花フェスタ、フレッシュジュース作
り、お楽しみ入浴、誕生日会

22 食品衛生責任者再教育講習会

4.15.29 紅葉・白樺
花フェスタ、お茶会、お楽しみ入
浴、誕生日会、個別レク

5.18 欅・皐 花フェスタ、映画鑑賞

3 銀杏・拳 花フェスタ、

25 お茶会 5.24 楓・山吹 喫茶、買い物（ラスパ）

8.25～28 小規模 花フェスタ、バラ風呂、誕生日会

14 梅・桜
フルーツポンチ、季節の飾りつけ、
お楽しみ入浴、誕生日会

3 マイナンバー制度セミナー

7 紅葉・白樺 誕生日会、七夕 6 第1回市町村相談窓口担当職員等研修

14 広報誌第25号発行 22 欅・皐 スイカ割り、七夕の飾りつけ 7 魅力ある職場作りによる人材の確保と定着の促進セミナー

19 夏祭り 1～14 銀杏・拳
暑中見舞いハガキ作成、季節の
飾りつけ

14 県老施協東濃支部　栄養士研修会

23 お茶会 24.13 楓・山吹
誕生日会、暑中見舞い作り、お楽
しみ入浴、

24 実習教育研修会

12.6～31 小規模
暑中見舞いハガキ作成、かき氷作
り、七夕飾り、ドリンクバー、外出レ
ク、誕生日ﾚｸ

31 特定給食施設等関係者災害対策研修会

11 梅・桜
スイカ割り、お楽しみ入浴、誕生日
会

19 県老施協東濃支部　介護職員研修会

11 紅葉・白樺
残暑見舞いはがき作り、スムー
ジー作り、誕生日会

19 雇用管理責任者講習（労務管理の基本）

9 欅・皐 流しそうめん、誕生日会 31 福祉施設のためのＢＣＰセミナー

11 銀杏・拳 そうめん

27 お茶会 5.11 楓・山吹
誕生日会、スイカ割り、かき氷、秋
の飾りつけ、外食（美濃の里）

8 小規模
流しそうめん、入浴レク、誕生日プ
レゼント、近隣商店外出

14 梅・桜 おはぎ作り、誕生祝い、散歩 17～18 介護職員スキルアップ講習会

11 紅葉・白樺 外出レク、散歩 18 能力開発啓発セミナー

8.14 欅・皐
外食（美濃の里）、おいなりさん作
り、誕生日会

29 県老施協東濃支部　事務員研修会

24 お茶会 25 銀杏・拳
外出レク、誕生日祝い、敬老の日
プレゼント

25 敬老会 1～30 楓・山吹 手芸（お月見飾り）

8 小規模 五平餅作り、誕生日レク

8 梅・桜 鉄板焼き、お楽しみ入浴、外出 21 福祉相談業務従事者研修

19.21 紅葉・白樺 外出レク、くら寿司 21 職場におけるメンタルヘルス講習

14 広報誌第26号発行 21 欅・皐
バローでお買物、お菓子バイキン
グ、誕生日会

21 雇用管理責任者講習（安全衛生・健康管理）

中旬 銀杏・拳 ベランダおやつ会、誕生会 30 県老施協東濃支部　幹事研修会・幹事会議

22 お茶会 17.20.23 楓・山吹
井澤やすの様１００歳祝、おはぎ
作り、花フェスタ、

11～12 小規模 外出レク、誕生日祝い

14 梅・桜
ドリンクバイキング、お楽しみ入
浴、誕生日祝い

2 県老施協21世紀委員会　第2回会議

15 紅葉・白樺 Ｆａ交流会、誕生日祝い 14 ストレスチェックを実施できる看護師の養成研修会

21 欅・皐 Ｆａ交流会、フォトフレーム作り 18 雇用管理責任者講習（賃金管理）

17 銀杏・拳 出前、誕生日祝、外出レク

26 お茶会 9 楓・山吹 喫茶、飾りつけ

1.2.22 小規模
誕生日祝い、クリスマス飾りつけ、
誕生日祝い、家族交流会（ネーム
プレート作り、お茶会）

5.18 梅・桜
Ｆａ交流会、スライドショー、クリス
マス会、誕生日祝い

4 第25回医療連携講習会

10 お茶会 24 紅葉・白樺
クリスマス会、年賀状作成、誕生
日祝い

9 雇用管理責任者講習（人事管理）

8 欅・皐
永楽で昼食、クリスマス会、誕生日
会、年賀状作成、

16 県老施協東濃支部　機能訓練研修会

18 忘年会 6 銀杏・拳
Ｆａ交流会、冬の飾りつけ、年賀状
作成、誕生日祝

17 雇用管理責任者講習

13 楓・山吹 Ｆａ交流会、ソース作り

26 小規模
クリスマスケーキ作り、クリスマス
プレゼント、年賀状作成、誕生日
祝い、正月飾りつけ

12 梅・桜 甘酒、ぜんざい 30 県老施協　施設長・事務長等研修

12 紅葉・白樺 初詣

平成27年度年間行事等実施報告書
　 行事 職員研修等(施設内・外） 災害訓練 健康管理・衛生管理

5月

4月 14

消防通報・
避難・消火訓練
（夜間想定）

職員健診

7月

6月

9月

8月

11月

10月 21
消防通報・
避難・消火訓練

職員健診
（夜勤者）

12月

月
項目



14 広報誌第27号発行 8 欅・皐 初詣、誕生日会

12 銀杏・拳 ぜんざい、絵馬作り、誕生日会

28 お茶会 12 楓・山吹 新年会

5.12.21 小規模
ぜんざい作り、初詣、誕生日祝い、
お鍋、誕生日祝い

梅・桜 3 在宅医療・介護連携推進事業研修会

4 紅葉・白樺 節分、誕生日祝い 5 21世紀委員会勉強会

3 欅・皐 節分 10 岐阜県共済会事務担当者研修会

9 銀杏・拳 節分、バレンタインデザート作り 17 雇用管理責任者講習（労働時間管理）

15 楓・山吹 節分 23 社会福祉法人予算・決算のポイント研修会

12.5 小規模
鍋、節分、入浴剤購入、誕生日祝
い

15 梅・桜 サンドウィッチ作り、誕生日祝い 3 実習施設と連携を高めるための研修会

22.15 紅葉・白樺 お茶会、ちらし寿司、誕生日祝い 4 県老施協東濃支部　介護支援専門員研修会

8.29 欅・皐
出前（寿司）、味ごはん、花植え、
誕生日祝い

5～6 第15回気づきを築くユニットケア全国実践者セミナー

8 銀杏・拳 デザートレク、誕生日会、飾りつけ 8 特定給食施設等関係者災害対策研修会

24 お茶会 7.16 楓・山吹 誕生日祝い、誕生日祝い 15 岐阜県社会福祉法人経営者協議会主催講習会

23 小規模
ひな祭り、誕生日プレゼント、ラベ
ンダー湯

18 第2回老施協21世紀委員会

1月

3月

2月
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