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★プログラム★ ◇北の宿から
◇歌えバンバン ◇水戸黄門
◇どじょっこふなっこ
より
◇赤とんぼ
◇ああ、人生
◇箱根八里
に涙あり
◇女一人
◇たんぽぽ
◇瀬戸の花嫁 ◇白いブランコ
◇火の国旅情 ◇ふるさと

３月１９日（土） 午後
照古苑コンサートが行われました。
素晴らしい歌声を披露してください
ました。会場全体が楽しい雰囲気
に包まれました。

龍燈公園と不知火
グラウンドへ花見に出
かけました。ぽかぽか
陽気に包まれて、とて
も気持ちのいいお散
歩日和となりました！

災害避難訓練 地震・火災（日中想定）

◇出火想定場所：照古苑調理室
ま ず 、避 難 経 路 を しっかり 確 認
して、安 全 第 一 に、利 用 者 様 の誘
導 、そして各 部 署 代 表 者 による 職
員 点 呼 を 取 り 、訓 練 を 終 了 しま し
た。最後に、消火訓練をしました。

３月１２日（月）

↑田代 ミツコ様 ９６歳
大正１１年３月１日生

↑本田 永子様 ８８歳
昭和５年３月１７日生

↑橋本 セツ子様 ８９歳
昭和４年３月７日生

↑山本 フサ様 １０３歳
大正４年３月２２日生
・改原眞吾様 昭和９年３月１日生 ８４歳
・岩瀬テイコ様 昭和５年３月１５日生 ８８歳
・松田ミツ子様 昭和２年３月１５日生 ９１歳
・徳永シズエ様 大正１４年３月１９日生 ９３歳
・古保里ミドリ様 大正１０年３月２２日生 ９８歳

↑大久保 良乃様
８８歳
昭和５年３月１６日生

↑永田 道利様 ８３歳
昭和１０年３月２８日生

・在宅緩和ケア研修会（平江博美）
・生活支援アドバイザー派遣実績報告・研修会（上木雅弘・吉田友美）
・医療と介護の連携による自立支援研修会（片山まゆみ・平江博美）
・法テラス熊本地方協議会（上木雅弘・蟻田真由美）
・熊本県社会福祉法人経営者協議会 平成 29 年度第 2 回総会（中田雄士）
・介護報酬改定等説明会（吉田由美・岩田貴史・山下真司・田渕茂典・那須由紀子・今里恵子）
・熊本県介護支援専門員協会宇城支部賛助会員向け特別研修会（池崎正明）
・認知症介護実践者フォローアップ研修会（高橋徹）

３月２８日（水）
有限会社せせらぎの代表
取締役高橋恵子先生による
「介護職に必要な医療知識と
お薬について②」研修会があ
りました。

介護職員
長尾 恵里香
こんにちは！３月より勤務
しています、長尾と申します。
精一杯頑張りますので、よろしく
お願いします。

小畑 トミエ様
S５．９．１７ 生
８７歳

小山カオル様
T７．３．２２生
１００歳

三月十五日︵木︶
毎月︑第３木曜日に開催
しております︒
ぜひ︑お越し下さい︒
お待ちしております★
照古苑ひまわりホームの
野畑生活相談員の長男さん、
光志くんです✿
平成３０年１月３０日生まれ✿
おめでとうございます！

３月来てくださったボランティアの皆様
ありがとうございます

◆おじゃめの会の皆様
（おじゃめ）
◆中山 多都子様
（生花）
◆おがわ GG エコーズの皆様（コーラス）

平成３０年５月行事予定
◆特別養護老人ホーム照古苑
2(水) 生花クラブ
3(木) ショッピング
9(水) 生花クラブ
10(木) ショッピング
16(水) 生花クラブ
＊毎週水曜日
おじゃめの会
生花クラブ
17(木) ショッピング
＊第 1〜第 3 金曜日
23(水) 生花クラブ
理容
24(木) ショッピング
＊第 3 水曜日
30(水) 生花クラブ
おじゃめの会
31(木) ショッピング
◆照古苑デイサービスセンター
ゲーム・手芸・ショッピング・カラオケ・書道・茶道・園芸・
俳句・おやつ作り・絵手紙・映画鑑賞・おじゃめ・音楽療法

（単位：人）
2 月末

照 古 苑 のステ ー ジ 横 に︑
お雛様を飾りました︒
入所者様と一緒にお雛様

の歌を歌って楽しみました︒

３月２１日（水）
・花寿司
・お刺身
・漬け物
・含め煮
・磯巻き卵
・ぼたもち
・オレンジ

入所 退所 入院 退院 3 月末

在籍者数

110

2

2

-

-

110

現員数

110

2

2

5

2

107

こんにちは＾＾春を迎え、とても過ごしやすい季節と
なりましたね！先日、お花見日和でしたので、平成中
央公園付近をドライブしました。桜が満開で、たくさん
の見物客で賑わっていました。今年も綺麗な桜を見る
ことができ、嬉しく思いました。今年は、姪が小学校へ
入学します。これからの６年間、元気に楽しく過ごして
ほしいと願う、今日この頃です（＾＾）

介護相談員派遣事業について
宇土市役所高齢者支援課から利用者様と直接お話をされます。毎月第３木曜日来苑。
お問い合わせ ℡ ２２−１１１１ 宇土市役所高齢者支援課 介護保険係 担当：宮城

理事会・評議員会だより
平成２９年度第６回通常理事会
日時 平成 30 年 3 月１３日（火）１８：３０〜
場所 宇土市南段原町１６１−２ 照古苑会議室
議案審議

(頁)

第１号議案 平成２９年度法人本部拠点区分第２次資金収支補正予算について
第２号議案 平成２９年度照古苑拠点区分第５次資金収支補正予算について
第３号議案 平成２９年度ひまわりホーム拠点区分第４次資金収支補正予算について
第４号議案 平成２９年度たんぽぽ拠点区分第２次資金収支補正予算について
第５号議案 平成３０年度社会福祉法人白日会事業計画について
第６号議案 平成３０年度法人本部拠点区分資金収支予算について
第７号議案 平成３０年度照古苑拠点区分資金収支予算について
第８号議案 平成３０年度ひまわりホーム拠点区分資金収支予算について
第９号議案 平成３０年度たんぽぽ拠点区分資金収支予算について
第１０号議案 平成３０年度社会福祉法人白日会資金運用計画について
第１１条議案 社会福祉法人白日会定款の変更について
第１２号議案 社会福祉法人白日会経理規程の一部改正について
第１３号議案 社会福祉法人白日会公印規程の一部改正について
第１４号議案 社会福祉法人白日会旅費規程の制定について
第１５号議案 社会福祉法人白日会役員等に対する報酬等に関する規程の一部改正に
ついて
第１６号議案 照古苑給与規則の一部改正について
第１７号議案 照古苑非常勤職員給与規則の一部改正について
第１８号議案 たんぽぽ保育園給与等支給規則の一部改正について
第１９号議案 照古苑就業規則の一部改正について
第２０号議案 照古苑ひまわりホーム就業規則の一部改正について
第２１号議案 照古苑非常勤職員就業規則の一部改正について
第２２号議案 照古苑ひまわりホーム非常勤職員就業規則の一部改正について
第２３号議案 たんぽぽ保育園就業規則の一部改正について
第２４号議案 たんぽぽ保育園非常勤職員就業規則の一部改正について
第２５号議案 照古苑デイサービスセンター運営規程の一部改正について
第２６号議案 照古苑ひまわりホームデイサービス運営規程の一部改正について
第２７号議案 照古苑宇土市介護予防・日常生活支援総合事業指定第１号通所事業（通所
型サービスＡ）運営規程の一部改正について

第２８号議案 照古苑ＬＥＤ照明改修工事に係る契約締結方法等について
第２９号議案 照古苑ひまわりホーム介護業務支援システム導入に係る契約締結方法等に
ついて
第３０号議案 たんぽぽ保育園施設長（園長）の任命及び定年延長について
第３１号議案 たんぽぽ保育園副施設長（副園長）の定年延長について
第３２号議案 第４回臨時評議員会の招集等について
６ 報告事項
報告第１号 理事長の職務の執行状況の報告について
報告第２号 理事長専決事項の報告について

(100)

報告第３号 照古苑Ｃ館浴室改修工事に係る契約締結の報告について

(103)

報告第４号 照古苑厨房洗浄機購入に係る契約締結の報告について

(104)

報告第５号 照古苑ひまわりホーム宇土市介護予防・日常生活支援総合事業指定第１号

(105)

通所事業（通所型サービスＡ）の休止について

全て承認いただきました

第４回臨時評議員会
平成２９年度第４回臨時評議員会
議 案 書
日時 平成 30 年 3 月 23 日（火）15：00〜
場所 宇土市南段原町１６１−２ 照古苑会議室
次第
第１号議案 平成２９年度法人本部拠点区分第２次資金収支補正予算について
第２号議案 平成２９年度照古苑拠点区分第５次資金収支補正予算について
第３号議案 平成２９年度ひまわりホーム拠点区分第４次資金収支補正予算について
第４号議案 平成２９年度たんぽぽ拠点区分第２次資金収支補正予算について
第５号議案 平成３０年度社会福祉法人白日会事業計画について
第６号議案 平成３０年度法人本部拠点区分資金収支予算について
第７号議案 平成３０年度照古苑拠点区分資金収支予算について
第８号議案 平成３０年度ひまわりホーム拠点区分資金収支予算について
第９号議案 平成３０年度たんぽぽ拠点区分資金収支予算について
第１０号議案 社会福祉法人白日会定款の変更について

全て承認いただきました

