
	  
 
 
 

 

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 土 友引  健康相談(南棟２階)14:00 

２ 日 先負  健康相談(北棟４階)14:00～ 

３ 月 仏滅 

『節分』 
癒しの音楽会	  
※豆まきをおこないます 13:30～(ｴﾝﾄﾗﾝｽ)	 

コーラス教室 14:45～15:45 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ)★ 
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～ 
 

４ 火 大安 

 
 
 

理美容：髪人(北棟 3階)9:30～ 
まほろばパン 11:00～ 
健康相談(南棟３階)14:00～ 

５ 水 赤口 リズム体操 11:10北４ 健康相談(南棟４階)14:00～ 

６ 木 先勝 
映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『坊ちゃん』(92分)※夏目漱石による同名原作を映
画化した青春ドラマ(昭和 52年)主演：中村雅俊 

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～ 
 

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

８ 土 先負  たにぐち皮フ科往診 

９ 日 仏滅  口腔チェック 9:30～ 

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

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～ 

１１ 火 赤口 
建国記念の日 
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～ 
 
 

１２ 水 先勝 
リズム体操 11:10北４ 
 

理美容：髪人(南棟 3階)9:30～ 
はなふさｸﾘﾆｯｸ往診 14:00～ 

１３ 木 友引 
映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『おばあちゃんの家』(87分)※ソウルに住む少年
と祖母との交流を感動的に描いたドラマ(平成 14年) 
主演：キム・ウルブン 

健康相談(南棟２階)14:00 

１４ 金 先負 
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～ 

１５ 土 仏滅 

居酒屋「森蔵」ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ企画 18:30～(ｶﾙﾁｬｰﾙｰ
ﾑ)  

 
 
 

                                       	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           	 	 	 	 	 	 	 	 	  
～鍼灸～ 

体験利用もできますので、 
ご希望の方はスタッフまで 
お申し付けください。（初回無料） 



 

★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 日 大安 ３時のおやつ作り 健康相談(北棟４階)14:00～ 

１７ 月 赤口 
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～ 

１８ 火 先勝 
 まほろばパン 11:00～ 

健康相談(南棟３階)14:00～ 

１９ 水 友引 
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 

おじま眼科往診 13:30～ 

２０ 木 先負 

映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『社長道中記』(90 分)※源氏鶏太原作によるｻﾗﾘｰﾏﾝ小説
を映画化した｢社長ｼﾘｰｽﾞ｣の人気作(昭和 36 年) 主演：森繁
久彌 
お花サークル 13:30～(各ﾌﾛｱのﾘﾋﾞﾝｸﾞ)★ 

やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南棟２階) 9:15～ 
 

２１ 金 仏滅 リズム体操 11:10北４ 
 

健康相談(南棟４階)14:00～ 

２２ 土 大安 
ロビーコンサート 13:30～14:30（ｴﾝﾄﾗﾝｽ） 
マリンバやグロッケンなど打楽器を用いたコンサートです 
 

 

２３ 日 赤口  口腔チェック 9:30～ 

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

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～ 

２５ 火 友引 
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～ 
 

２６ 水 先負 
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～ 

２７ 木 仏滅 
映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『雨あがる』(91 分)※剣の達人でありながら人のよさが
災いし思うように仕官になれない浪人を愉快に描いた物語
(平成 11年)主演：寺尾聰 

理美容：髪人(南棟 4階)9:30～ 
健康相談(北棟３階)14:00～ 

２８ 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 

やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南棟４階) 9:15～ 

３月度予定 施設行事・レクレーション 設備等の保守予定 
・3月 3日(月) ・ひな祭りの会 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  


