
	  
 

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 火 仏滅 
リズム体操 11:10 北４ 理美容：髪人(南棟 2階)9:30～ 

まほろばパン 11:00～ 
２ 水 大安  健康相談(南棟 2階)14:00～ 

３ 木 赤口 

映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『北極のナヌー』(84 分)※北極の自然環境と動物達
の生態をドラマ化(平成 19年) 
リズム体操(DVD)南 2・南 3・南 4・北 3 
リズム体操 11:10 北 4	  

理美容：髪人(北棟 3階)9:30～ 
 

４ 金 先勝   

５ 土 友引 
七夕ロビーコンサート 13:30～14:30（ｴﾝﾄﾗﾝｽ）
マンドリンアンサンブル「萌黄」による演奏をお楽しみ

下さい 

 

６ 日 先負  口腔チェック 9:30～ 

７ 月 仏滅 

七夕の会	  
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)★ 
 

藤原歯科往診 15:00～ 

８ 火 大安 
季節のﾒﾛﾃﾞｨｰ（南 2・南 3・南 4）	  

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～ 

９ 水 赤口 
 
 

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

１０ 木 先勝 

映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『あいくるしい第 2巻』(90分)※母親が入院した事
によって団結した 7 人家族の様子を描くﾄﾞﾗﾏ(平成 17
年)主演：綾瀬はるか 
リズム体操(ＰＴ) 11:10 北 4	 13:30南 3 
リズム体操(中岸)①14:10 南 2 ②14:50 南 4 
③15:30 北 3 

やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南 2) 9:15～ 
やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南 3・北 3) 13:30～ 
 

１１ 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～ 

 

１２ 土 先負  たにぐち皮フ科往診 16:30～ 

１３ 日 仏滅 ３時のおやつ作り  

１４ 月 大安  藤原歯科往診 15:00～ 

１５ 火 赤口 
リズム体操 11:10 北 4  
 

まほろばパン 11:00～ 
健康相談(南棟 3階)14:00～ 

                                       	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  

～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 水 先勝  おじま眼科往診 13:30～ 

１７ 木 友引 

映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『男はつらいよ』(100分)※信州で女医さんに人目惚れし
た寅次郎の恋物語(昭和 63年)主演：渥美清 
お花サークル 13:30～(各ﾌﾛｱのﾘﾋﾞﾝｸﾞ)★ 
リズム体操(DVD)南 2・南 3・南 4・北 3 
リズム体操 11:10 北 4	 	  

 

１８ 金 先負   
１９ 土 仏滅   

２０ 日 大安  口腔チェック 9:30～ 

２１ 月 赤口 
海の日 
 

理美容：ハイカラ屋 9:00～ 
 

２２ 火 先勝 
季節のﾒﾛﾃﾞｨｰ（北 3・北 4） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 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～ 

２３ 水 友引 
ちぎり絵教室(初級)10:00～11:30 (多目的室)★ 健康相談(南棟 4階)14:00～ 

２４ 木 先負 

映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『天まであがれ』(106分)※「浜松まつり」の中で最も有
名な“凧揚げ合戦”を舞台に繰り広げられる心温まる物語(平
成 18年)主演：宍戸錠 
リズム体操(PT) 11:10 北 4	 13:30南 3	  
リズム体操(中岸)① 14:10 南 4②・14:50 北 3 ③
15:30 南 2 

理美容：髪人(南棟 4階)9:30～ 
やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(北 4) 9:30～ 
やまぐちｸﾘﾆｯｸ往診(南 4) 13:30～ 
 

２５ 金 仏滅 ぬり絵教室 14:00～15:00 (多目的室)★  

２６ 土 大安   

２７ 日 先勝   

２８ 月 友引  藤原歯科往診 15:00～ 

２９ 火 先負 
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～ 

３０ 水 仏滅 
ちぎり絵教室(中級)10:00～11:30 (多目的室) 
 

 

３１ 木 大安 

映画鑑賞会 10:00 (ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑ) 
『宮本武蔵』(94分)※関が原の戦いに参加して敗れた武蔵
が修行の旅に出るまでを描く(昭和 29年)主演：三船敏朗 
リズム体操 11:10 北４	  
リズム体操(DVD)南 2・南 3・南 4・北 3 

 

８月度予定 施設行事・レクレーション 設備等の保守予定 
・8月 30日(土) ・運営懇談会 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  


