
	  
 
 

日 曜 暦 施設行事・レクレーション 診療・理美容・その他（保守含） 

１ 水 赤口 	 元旦 

獅子舞（各ﾌﾛｱﾘﾋﾞﾝｸﾞ） 

 

２ 木 先勝 
お茶会 (ｴﾝﾄﾗﾝｽ） 
書初め 

 

３ 金 友引   

４ 土 先負   

５ 日 仏滅  健康相談(南棟２階)14:00 

６ 月 大安 
初詣（垂水海神社） 
リズム体操（DVD）南 2・南 3・南 4・北 3 
 

やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(北棟３階) 13:30～ 
藤原歯科往診 15:00～ 

７ 火 赤口 
初詣（垂水海神社） まほろばパン 11:00～ 

健康相談(北棟４階)14:00～ 

８ 水 先勝 
リズム体操 11:10北４ 
 

理美容：髪人(南棟 3階･北棟 3階))9:30～ 
 

９ 木 友引 

映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『桜の樹の下で』(110分)※京都の老舗料亭の女将とそ
の娘が恋のライバルとして執念の炎を燃やす物語 
(平成元年)主演：岩下志麻 

やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南棟２階) 9:15～ 
理美容：髪人(南棟 2階)9:30～ 

１０ 金 先負 
リズム体操 11:10北４ 健康相談(南棟３階)14:00～ 

１１ 土 仏滅  たにぐち皮フ科往診 

１２ 日 大安 
 
 

口腔チェック 9:30～ 
健康相談(南棟４階)14:00～ 

１３ 月 赤口 
リズム体操(中岸)	 ①13:30南 2	 ②14:10南 3 
③14:50南 4	 ④15:30北 3 

やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(北棟４階) 9:15～ 
 

１４ 火 先勝 
書道教室 9:30～(多目的室) 
季節のﾒﾛﾃﾞｨｰ 13:30～14:30 (ｴﾝﾄﾗﾝｽ) 

やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南棟３階) 9:15～ 
まほろばパン 11:00～ 
藤原歯科往診 15:00～ 

１５ 水 友引 
リズム体操 11:10北４ おじま眼科往診 13:30～ 

はなふさｸﾘﾆｯｸ往診 14:00～ 
 

	  
 
   

皆様が今年一年、ご健康にお過ごし  

になれますよう心よりお祈りいたします。  

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。  

平成二十六年   元旦  



発行日：平成 25年 12月 29日 
 
 

 

 
★印は、参加費又は材料費が必要です。 
行事等につきましては、諸事情により、変更になる場合がございます。 
映画鑑賞会は、レンタルの都合上、上映作品が変更になる場合がございますので、ご了承ください。 

日 曜 暦 施設行事・レクレーション 診療・理美容・その他（保守含） 

１６ 木 先負 

映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『ラブ・まさお君が行く』(109 分)※食いしん坊
の犬と売れない芸人が旅をしながら繰り広げる心温ま
る物語(平成 24年)主演：香取慎吾 
お花サークル 13:30～(各ﾌﾛｱのﾘﾋﾞﾝｸﾞ)★ 

健康相談(北棟３階)14:00～ 

１７ 金 仏滅 
リズム体操 11:10北４ やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南棟４階) 9:15～ 

理美容：髪人(北棟 4階)9:30～ 

１８ 土 大安 居酒屋「森蔵」18:30～(ｶﾙﾁｬｰﾙｰﾑ)  

１９ 日 赤口 
３時のおやつ作り 
 

 

２０ 月 先勝 
リズム体操（DVD）南 2・南 3・南 4・北 3 
 
 

理美容：ハイカラ屋 9:00～ 
やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(北棟３階) 13:30～ 
藤原歯科往診 15:00～ 

２１ 火 友引 
 
 

まほろばパン 11:00～ 
健康相談(南棟２階)14:00 

２２ 水 先負 
ちぎり絵教室(初級)10:00～11:30 (多目的室)★ 
リズム体操 11:10北４ 

 

２３ 木 仏滅 
映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『青い山脈』(100 分)※石坂洋二郎原作の｢青い山
脈｣を吉永小百合を主演に映画化した青春ドラマ(昭和
38年)主演：吉永小百合 

やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南棟２階) 9:15～ 
理美容：髪人(南棟 4階)9:30～ 
ﾌｫﾚｽﾄｹｱ外出企画：「ｼｰﾊﾟﾙ須磨お食事ﾂｱｰ」★ 

２４ 金 大安 ぬり絵教室 14:00～15:00 (多目的室)★ 
リズム体操 11:10北４ 

健康相談(北棟４階)14:00～ 

２５ 土 赤口  健康相談(南棟４階)14:00～ 

２６ 日 先勝 
 口腔チェック 9:30～ 

健康相談(南棟３階)14:00～ 

２７ 月 友引 
リズム体操(中岸)	 ①13:30南 3	 ②14:10南 4 
③14:50北 3	 ④15:30南 2 

やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(北棟４階) 9:15～ 
藤原歯科往診 15:00～ 

２８ 火 先負 
書道教室 9:30～（多目的室） 
季節のﾒﾛﾃﾞｨｰ 13:30～14:30 (ｴﾝﾄﾗﾝｽ) 

やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南棟３階) 9:15～ 
まほろばパン 11:00～ 

２９ 水 仏滅 
ちぎり絵教室(中級)10:00～11:30 (多目的室)★ 
リズム体操 11:10北４ 

はなふさｸﾘﾆｯｸ往診 14:00～ 
 

３０ 木 大安 
映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『ひばり・チエミの野次北道中』(85分)※美空ひ
ばりと江利チエミの人気スター共演で贈る唄と踊りを
織り交ぜた音楽時代劇(昭和 37年)主演：美空ひばり 

健康相談(北棟３階)14:00～ 

３１ 金 先勝 
リズム体操 11:10北４ やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南棟４階) 9:15～ 

 

２月度予定 施設行事・レクレーション 設備等の保守予定 
・2月 3日(月) 
・2月 22日(土) 

・節分の会 
・ロビーコンサート 

 


