
様式第５  

平成 27 年 6 月 29 日  

 

平成 26 年度の主な事業報告  

社会福祉法人 もやい聖友会  

 

社会福祉事業  

ケアプラザ 倶楽部 雪月花  

・地域密着型特別養護老人ホーム  ケアプラザ 倶楽部 雪月花 29 床   

・グループホーム 蓬莱 18 床  

・小規模多機能型居宅介護 喫茶去庵 登録 25 名 

・短期入所生活介護 円 10 床  

 

銀杏庵 穴生倶楽部（平成 26 年 12 月 1 日 開設）  

・広域型特別養護老人ホーム 銀杏庵 穴生倶楽部（120 床）  

・短期入所生活介護 ゆい（10 床）  

 

 

≪定期活動≫  

園芸活動（毎週火曜日）、ふれあい体操(月・水・金）、ふれあい音楽会（月一回）  

茶道教室（月 2 回）、映画鑑賞会（毎週土曜日）、カラオケ、ラジオ放送、  

外掃（お天気の日毎朝）、ドンバル堂によるパンの訪問販売（毎週火曜日）  

菜ご実によるフルーツ販売（毎週金曜日）コーラス風月花（月一回）  

お楽しみ倶楽部（随週金曜日）  

 

【26 年度 春】 

・津軽三味線演奏会（4/2）  

・お誕生日会【特養】（4/7）  

・お花見【特養・GH 蓬莱】（4/7～11）  

・はくぞう座さんによる紙芝居（4/12）  

・龍王神社お茶会へ参加（4/13）  

・地域密着型介護サービス事業者に対する集団指導（4/17,5/22,28）  

・赤ちゃん先生（4/17）  

・ユニット in 北九州（ケアプラザ 倶楽部 雪月花）（4/18）  

・お誕生日会【喫茶去庵】（4/18,5/20）  

・母の日のおやつ作り【特養】（5/2）  

・お楽しみ倶楽部（5/8）  

・消防訓練（5/15）  

・お誕生日会【GH 蓬莱】（5/17）  

・在宅支援 work２ネット研究会（5/19）  

・ユニット in 北九州（おきなの杜）（5/23）  



・特別養護老人ホーム 銀杏庵穴生倶楽部 申込受付開始（6/1）  

・お誕生日会【特養】（5/24）  

・平成 26 年度全国安全週間説明会（6/6）  

・お寿司実演会【喫茶去庵】（6/8）  

・暑中見舞いはがき作成（6/9）  

・第 32 回 ふれあい音楽会 出演：jaja＆桃瀬茉莉（6／9）  

・お誕生日会（喫茶去庵）（6／16）  

・あじさい見学（喫茶去庵）（6／20）  

・お誕生日会（GH 蓬莱）（6／21）  

・いのちの繋(けい)活(かつ)セミナー（北九州イノベーションギャラリー）（6/21）  

・ユニット in 北九州（ふじの木園）（6/27）  

 

【26 年度 夏】 

・お誕生日会（特養）（7／7）  

・七夕（喫茶去庵・円雪）（7／7）  

・家族会（7／12）  

・外部評価（GH 蓬莱）（7／17）  

・第 33 回 ふれあい音楽会 出演：音楽療法士 岡田厚子（7／17）  

・外部評価（喫茶去庵）（7／18）  

・ユニット in 北九州（7／18）  

・暑気払い（7／19）  

・終活セミナー（本城葬祭にて）（7／23）  

・もりフォーラム実行委員会（7／29）  

・雪月花夏祭り（8／2）  

・実地指導（GH 蓬莱、喫茶去庵）（8／4）  

・赤ちゃん先生（8／7）  

・就職フェア in Fukuoka（8／8）  

・認知症講座 （八幡南郵便局にて）（8／8）  

・お誕生日焼肉パーティー（喫茶去庵）（8／13） 

・花火大会見学（特養）（8／16）  

・南部ふれあい講座（水巻町南部公民館）「ハッピーエンディング」（8／19）  

・お誕生日会（特養）（8/21）  

・在宅支援わーくわくネット（8／25）  

・お月見茶会（9／10）  

・リビング北九州セミナー「よりよい在宅生活のための住みかえ」（9／13）  

・敬老会（特養）（9/14）  

・敬老会（喫茶去庵・GH 蓬莱）（9/18）  

・第 34 回 ふれあい音楽会 出演：グッドフレンズ（9/25）  

・ユニット in 北九州（雪月花にて）（9/25）  

・お誕生日会（GH 蓬莱）（9/27）  

・第 4 回 いのちの繋(けい)活(かつ)セミナー（9／27）  

 

 



【26 年度 秋】 

・認知症講座（10/3）  

・引野中学校 茶道教室（10/8）  

・運動会（特養）（10/11）  

・穴生まつり（10/11,12）  

・認知症講座（八幡西区熊手）（10/15）  

・第 35 回 ふれあい音楽会 出演：音楽療法士 岡村厚子（10/16）  

・ユニット in 北九州（貫市民センターにて）（10/17） 

・もりフォーラム in 黒崎（10/18）  

・わーくわくネット（10/20）  

・ハロウィン（10/23）  

・起業祭（特養）（11/3）  

・西日本国際福祉機器展（11/7～9）  

・出演：インストゥルメンタルバンド“ jaja”（11/10）  

・洞北中学校 茶道教室（11/12、13）  

・モンゴルの子ども達との交流会（11/17）  

・雪月花消防訓練（11/18）  

・紅葉狩り＆おやつ作り（喫茶去庵）（11/20）  

・竹末小学校茶道（11/21）  

・お誕生日会（特養）（11/25）  

・わーくわくネット（11/26）  

・銀杏庵職員 懇親会（12/3）  

・銀杏庵 穴生倶楽部見学会・竣工式（12/6）  

・銀杏庵 穴生倶楽部竣工記念＆権頭クリニック開院 20 周年記念祝賀会  

（千草ホテルにて）（12/6）  

・地域包括ケア講演会（市立商工会館にて）（12/11） 

・本城児童養護施設・聖小崎ホーム訪問（12/11） 

・もりフォーラム実行委員会（12/16）  

・お誕生日会＆クリスマス会（喫茶去庵）（12/17） 

・イルミネーション見学（12/18～20）  

・クリスマス会 in 銀杏庵（12/19）  

・わーくわくネット（12/19）  

・ユニット in 北九州（ふじの木園）（12/19）  

・お誕生日会（12/20）  

・日本技術士会北九州支部主催「介護・福祉・医療を支える技、産業、社会システムを考

える」シンポジウム（12/20）  

・赤ちゃん先生 in 銀杏庵（12/22）  

・岡村先生の音楽療法 in 銀杏庵（12/25）  

・しめ縄飾り・大掃除（12/27）  

 

 

 

 

 



【26 年度 冬】  

・ピアノとフルートの音楽療法（1/1）  

・初詣（1/4～10）  

・新入社員研修（1/7～9）  

・ゆるママイベント・ゆるママカフェ（1/13）  

・ふれあい音楽会（1/15）  

・もやい診療所上棟餅まき（1/15）  

・ユニット in 北九州（あやめ苑）（1/16）  

・わーくわくネット（1/16）  

・お誕生日会（1/23）  

・新入社員研修（2/2～4）  

・レトロ歌謡ショー＜銀杏庵＞ （2/13）  

・バレンタインコンサート＜銀杏庵＞ （2/14） 

・赤ちゃん先生 in 銀杏庵 （2/19）  

・ユニット in 北九州＜おきなの社＞ （2/20）  

・お誕生日会＜月花＞ （2/20）  

・お誕生会＜GH 蓬莱＞ （2/21）  

・温もり体験会 in 銀杏庵 （2/25）  

・誕生会＜喫茶去庵＞ （2/25）  

・新入社員研修 （3/2～3/4）  

・雛飾り見学 ＜月花＞ （3/2～3/5）  

・雛祭り （3/3）  

・八幡西区まちづくり大発表会 （3/7）  

・ギター＆フルートのユニット演奏会 （3/9）  

・よさこい祭り （3/14）  

・雛飾り見学＜GH 蓬莱＞ （3/14）  

・お誕生日会＜月花＞（3/17）  

・赤ちゃん先生 in 銀杏庵 （3/19）  

・ふれ合い音楽会＜雪月花＞ （3/19）  

・ユニット in 北九州 （3/20）  

・お誕生会＜GH 蓬莱＞（3/20）  

・北九州市戸畑高校 2 年生見学 （3/26）  

・ふれあい音楽会＜銀杏庵＞ （3/27）  

・お誕生日会＜喫茶去庵＞ （3/28）  

・桜花見＜GH 蓬莱＞ （3/28）  

 

 

 

 

 

 

 



公益事業  

認可外保育施設（事業所内保育所）  

・華里おひさま保育園  

 

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業の受託  

・ふれあいむら竹末  

 

収益事業  

収益事業なし  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


