
	  
 
 
 

 

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 木 赤口 

映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『埋もれ木』（93 分）※小さな町で高校生が友達と
思いついた物語づくりの遊びで町中の人々が楽しい一
日になり大騒ぎです。(平成 17年)	 主演：夏蓮 
リズム体操 11:10北４ 

やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南棟２階) 9:15～ 
理美容：髪人(北棟３階)9:30～ 
やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南３・北３) 13:30～ 
 

２ 金 先勝 しょうぶ湯  

３ 土 友引 憲法記念日	 	 しょうぶ湯  

４ 日 先負 	 	 みどりの日	 	  口腔チェック 9:30～ 

５ 月 仏滅 

こどもの日	 	 端午の節句（14：00～） 
癒しの音楽会 13:00～ (ｴﾝﾄﾗﾝｽ) 
コーラス教室 14:15～15:15 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ)★ 
リズム体操（DVD）南 2・南 3・南 4・北 3 

 

６ 火 大安 
 
リズム体操 11:10北４ 

理美容：髪人(南棟 2階)9:30～ 
 

７ 水 赤口  健康相談(南棟２階)14:00～ 

８ 木 先勝 

映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『日本一のホラ吹き男』(93 分)※クレージーキャ
ッツの植木等主演の「日本一の男」シリーズ第 2作 
(昭和 39年)主演：植木等 
リズム体操 11:10北４ 

 

９ 金 友引 カラオケ「森蔵」14:00～（ｶﾙﾁｬｰﾙｰﾑ） 理美容：髪人(北棟 4階)9:30～ 
健康相談(南棟３階)14:00～ 

１０ 土 先負  たにぐち皮フ科往診 

１１ 日 仏滅 
ファッションショー  
「たるみユニバーサルリメイクショー」  
13:30～14:30（予定）ｴﾝﾄﾗﾝｽ  

 

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

藤原歯科往診 15:00～ 

１３ 火 赤口 
季節のﾒﾛﾃﾞｨｰ 13:30～14:30 (ｴﾝﾄﾗﾝｽ) 
リズム体操 11:10北４ 

まほろばパン 11:00～ 

１４ 水 先勝 
 理美容：髪人(南棟 3階)9:30～ 

はなふさｸﾘﾆｯｸ往診 14:00～ 

１５ 木 友引 
映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『やっぱり猫が好き』(55分)※仲良し三姉妹と猫が
主人公の楽しい物語(平成 15年)主演：小林聡美 
リズム体操 11:10北４ 

消防設備点検 9:00～17:00 
やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南４・北４) 13:30～ 
 

                               	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
  

	 ファッションショー「たるみユニバーサルリメイクショー」  
11 日（日）13：30～14：30（予定）  

	 	 みなさんが大事にしまっておられた服をリメイクをしてお披露目し 
ます。ご入居者の方々に出演していただくファッションショーです。 
さて、どんな装いで登場されるでしょう。どうぞお楽しみに。 
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★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 金 先負  健康相談(南棟４階)14:00～ 

１７ 土 仏滅 
ロビーコンサート 13:30～14:30（ｴﾝﾄﾗﾝｽ） 
ハンドベルや唱歌、懐メロなどの演奏です。一緒に歌い、お
楽しみ下さい。♪♪ 

健康相談(北棟３階)14:00～ 

１８ 日 大安 
３時のおやつ作り 口腔チェック 9:30～ 

１９ 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～ 

藤原歯科往診 15:00～ 

２０ 火 先勝 
リズム体操 11:10北４ まほろばパン 11:00～ 

健康相談(北棟４階)14:00～ 

２１ 水 友引 
ちぎり絵教室(初級)10:00～11:30 (多目的室)★ 
 

おじま眼科往診 13:30～ 

２２ 木 先負 

映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『風の慕情』(93分)※吉永小百合が松竹映画初主演を果た
した恋愛ドラマ(昭和 45年)主演：吉永小百合	  
リズム体操 11:10北４ 
お花サークル 13:30～(各ﾌﾛｱのﾘﾋﾞﾝｸﾞ)★ 

理美容：髪人(南棟 4階)9:30～ 
健康相談(南棟２階)14:00～ 

２３ 金 仏滅 
ぬり絵教室 14:00～15:00 (多目的室)★ 
 

健康相談(南棟３階)14:00～ 

２４ 土 大安  健康相談(南棟４階)14:00～ 

２５ 日 赤口  口腔チェック 9:30～ 

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

藤原歯科往診 15:00～ 

２７ 火 友引 
季節のﾒﾛﾃﾞｨｰ 13:30～14:30 (ｴﾝﾄﾗﾝｽ) 
リズム体操 11:10北４ 

まほろばパン 11:00～ 
健康相談(北棟３階)14:00～ 

２８ 水 先負 ちぎり絵教室(中級)10:00～11:30 (多目的室) はなふさｸﾘﾆｯｸ往診 14:00～ 

２９ 木 大安 

映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『子ぎつねヘレン』(108分)※ヘレンケラーのような目も
耳も不自由な子ぎつねと少年との感動物語 
リズム体操 11:10北４ 

健康相談(北棟４階)14:00～ 
 

３０ 金 赤口 
  

３１ 土 先勝   

６月度予定 施設行事・レクレーション 設備等の保守予定 
・６月７日（土） 
・6月中旬 

・定期健康診断 
・お買物外出	 	 	  
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