
No.３８　 平成３０年１１月２６日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1

松花堂弁当
シュークリーム

3F 歌声喫茶 3F
早池峰 休業日 早池峰

2 3 4 5 6 7 8
釜飯 親子丼 夢ぷらざ弁当 天ぷら定食 天丼 おでんセット

休業日 まんじゅう ケーキ ケーキ どら焼き まんじゅう ケーキ

3F リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 3F
早池峰 タオル体操 マジックショー タオル体操 タオル体操 タオル体操 休業日 早池峰

9 10 11 12 13 14 15
芋の子汁定食 三点野点 芋の子汁定食 ひっつみ定食 刺身定食 鯖味噌煮定食

休業日 シュークリーム まんじゅう まんじゅう ケーキ ケーキ どら焼き

3F カレンダー作り カレンダー作り カレンダー作り カレンダー作り カレンダー作り カレンダー作り 3F
早池峰 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 外食ツアー 休業日 早池峰

16 17 18 19 20 21 22
寿司セット 寿司セット ハンバーグセット 鱈煮おろし とんかつ定食 うどんセット

休業日 フルーツ フルーツ シュークリーム ケーキ どら焼き まんじゅう

3F クリスマス会 クリスマス会 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 3F
早池峰 タオル体操 タオル体操 タオル体操 タオル体操 タオル体操 休業日 早池峰

23/30 24/31 25 26 27 28 29
カレーライス おでんセット 天丼 日本そばセット 釜飯

休業日 休業日 ケーキ ケーキ シュークリーム まんじゅう ケーキ

3F 歌声喫茶 お手玉ゲーム Ｌｅｔ‘ｓドビューン 言葉ならべ 3F
早池峰 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 休業日 早池峰

朝の活動

試食コーナーをご用意いただきました　 昼食
　　南部せんべいもいろいろあるね！

準備担当・お茶担当・テーブル拭き担当・おしぼり配布担当
みんなで役割をもって用意して昼食です。

午後の活動
タオル体操 リハビリ体操

リズムに合わせて！呼吸を整えて！

　　　　温泉の後は、やっぱり　アイスクリーム 皆さん　とても活動的です。

年末年始に関しまして、以下の通り休業させていただきます。

　　　※1月4日（金）より通常通り営業いたします。

１２月３１日（月）～１月３日（木）

【１２月予定表】 ※都合により献立、活動内容など変更する場合があります。

【トピックス】 【トピックス】 短時間デイサービス　【早池峰】

11/20（火）　愛真館売店ツアー 　　　　　一日の様子

　　　　　　　おしぼり巻きに取り組んでいます。
　　　　　　　　指先にしっかり力を入れて！

夢ぷらざ便り 愛真館　夢ぷらざ
盛岡市繋字塗沢40-4愛真館西館3Ｆ

ＴＥＬ　019-689-2200
ＦＡＸ　019-691-7110

   
・１月・・・初詣 
            みずき団子 
・２月・・・節分 
 

今後の行事予定 インフルエンザ予防接

種はお済みですか？ 

寒さが増し、体調を崩

しやすい季節です。 

栄養・睡眠・休息 

バランスよくとって過ご

しましょう。 



No.３７　 平成３０年１０月２５日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

芋の子汁定食 おでんセット
フルーツ どら焼き 文化の日

カップ積み サイコロゲーム
4 5 6 7 8 9 10

三点野点 鯖味噌煮定食 釜飯 とんかつ定食 天ぷら定食 芋の子汁定食
休業日 ケーキ フルーツ まんじゅう ケーキ ケーキ フルーツ

リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操
11 12 13 14 15 16 17

天丼 松花堂弁当 親子丼 夢ぷらざ弁当 ひっつみ定食 刺身定食
休業日 フルーツ ケーキ シュークリーム どら焼き まんじゅう ケーキ

言葉ならべ 言葉ならべ パズルゲーム パズルゲーム 歌声喫茶 サイコロゲーム
18 19 20 21 22 23 24

とんかつ定食 うどんセット 三点野点 ハンバーグ 鱈煮おろし
休業日 まんじゅう シュークリーム まんじゅう ケーキ 勤労感謝の日 まんじゅう

リハビリ体操 愛真館売店ツアー リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操
25 26 27 28 29 30

日本そばセット 雑穀釜飯 鰈煮付け おでんセット 芋の子汁定食
休業日 どら焼き まんじゅう ケーキ シュークリーム フルーツ

岩手県ビンゴ サイコロゲーム カップ積み 絵しりとり 私は誰でしょう？

　　　　　仙北町　産直さっこらでお買い物
お目当ては　野菜・お花　等々
店内をくまなく移動
たくさん歩きましたね！

繋地区の皆さんと一緒に体操教室に参加しました

夢ぷらざ便り 愛真館　夢ぷらざ
盛岡市繋字塗沢40-4愛真館西館3Ｆ

ＴＥＬ　019-689-2200
ＦＡＸ　019-691-7110

10/15（月）　愛真館売店ツアー

【１１月予定表】 ※都合により献立、活動内容など変更する場合があります。

【トピックス】 【トピックス】 短時間デイサービス　【早池峰】

10/12（金）・13（土）　産直ツアー　　『さっこら』 9/25（火）　つなぎ健康講座

ちょっと　旅行気分です！
10/15（月）・16日（火）・17日（水）・19（金）

紅葉ドライブとプチ体験　
紅葉ドライブ　　雫石町玄武洞へ

10/16（火）　鶯宿方面　・・・お庭散策

紅葉も笑顔も　　　素敵です！ 10/18（木）・19（金）　町場地区園地

・・・ラベンダー摘み

   
・１１月２０日（火）・・・愛真館売店ツアー 
・１２月中旬 ・・・ クリスマス会 

今後の行事予定 



No.36　平成３０年９月２５日発行

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

鰈煮付け ハンバーグセット 芋の子汁定食 三点野点 とんかつ定食 うどんセット
ケーキ シュークリーム フルーツ ケーキ どら焼き まんじゅう

3F サイコロゲーム サイコロゲーム 言葉ならべ 言葉ならべ パズルゲーム パズルゲム
早池峰 タオル体操 タオル体操 タオル体操 タオル体操 タオル体操 休業日

7 8 9 10 11 12 13
芋の子汁定食 天丼 コロッケ定食 釜飯 寿司

休業日 体育の日 フルーツ シュークリーム まんじゅう ケーキ ケーキ

3F リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 産直ツアー 産直ツアー
早池峰 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 休業日

14 15 16 17 18 19 20
夢ぷらざ弁当 天ぷら定食 松花堂弁当 雑穀釜飯 カレーライス 親子丼

休業日 まんじゅう どら焼き ケーキ フルーツ まんじゅう シュークリーム

3F 私は誰でしょう 岩手県ビンゴ 岩手県ビンゴ 私は誰でしょう カップ積み 歌声喫茶
早池峰 愛真館売店ツアー タオル体操 タオル体操 タオル体操 タオル体操 休業日

21 22 23 24 25 26 27
芋の子汁定食 刺身定食 鯖味噌煮定食 日本そばセット 鰈煮付け ハンバーグセット

休業日 フルーツ ケーキ どら焼き まんじゅう ケーキ シュークリーム

3F リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操
早池峰 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 休業日

28 29 30 31
鱈煮おろし うどんセット とんかつ定食

休業日 ケーキ まんじゅう どら焼き

3F お手玉ゲーム お手玉ゲーム 歌声喫茶
早池峰 タオル体操 タオル体操 タオル体操

　　　平成30年度　祝い歳の皆様

　　　　百一賀のお祝い　（101歳）1名
白寿（１００歳） 　　　２名
卒寿（９０歳）　　名　　　４名
米寿（８８歳） 　　１２名
傘寿（８０歳） 　　　３名
喜寿（７７歳） ３名 お祝い膳
緑寿（６６歳）　　 1名

歌謡ショー　原さんとツーショット！
みんなで、愛真館宴会場に移動しました。 なつかしい歌　ありがとうございます。
会食をしながら、歌謡ショーをご覧いただきました。
なつかしい昭和歌謡♪　聞き入ってました。

繋温泉内にある産直です。
9月末で閉店との情報！一度行ってみましょうと言う事で
早速、出かけました。
やまいちの手湯に入って徒歩で移動。
お花や野菜、はちみつなどお買い物を楽しみました。

　　　皆様、ご長寿おめでとうございます。

白寿のお祝い記念写真！

どの色が届きましたか？

9/21（金）産直サンクチュアリに出かけよう！

　　　　　今年の祝品
石けんとミニタオルのセット

３種類あります。

9/12（水）・13（木）　夢ぷらざ敬老会 9/13（木）　夢ぷらざ敬老会

【１０月予定表】 ※都合により献立、活動内容など変更する場合があります。

【トピックス】 【トピックス】 短時間デイサービス　【早池峰】

夢ぷらざ便り 愛真館　夢ぷらざ
盛岡市繋字塗沢40-4愛真館西館3Ｆ

ＴＥＬ　019-689-2200
ＦＡＸ　019-689-7110

   

・１０月１２日（金）・１３日（土）・・・産直ツアー 
・１０月中旬～下旬・・・紅葉ドライブ 

           （夢ぷらざ・早池峰共通） 

今後の行事予定 



No.34　平成３０年８月２５日発行

日 月 火 水 木 金 土
1

鰈煮付け
まんじゅう

3F リハビリ体操
早池峰 休業日

2 3 4 5 6 7 8
ハンバーグセット 日本そばセット ちらし寿司 とんかつ定食 三店野点 釜飯

休業日 どら焼き シュークリーム ケーキ ケーキ まんじゅう フルーツ

3F パズルゲーム パズルゲーム サイコロゲーム サイコロゲーム 言葉ならべ 言葉ならべ
早池峰 タオル体操 タオル体操 タオル体操 タオル体操 タオル体操 休業日

9 10 11 12 13 14 15
天ぷら定食 鱈煮おろし お祝い膳 お祝い膳 うどんセット 鯖味噌煮定食

休業日 まんじゅう ケーキ フルーツ フルーツ ケーキ ケーキ

3F リハビリ体操 リハビリ体操 敬老会 敬老会 リハビリ体操 リハビリ体操
早池峰 リハビリ体操 リハビリ体操 敬老会 敬老会 リハビリ体操 休業日

16 17（敬老の日） 18 19 20 21 22
寿司セット 天丼 コロッケ定食 親子丼 雑穀釜飯 松花堂弁当

休業日 ケーキ どら焼き まんじゅう シュークリーム フルーツ シュークリーム

3F カップ積み カップ積み 歌声喫茶 歌声喫茶 絵しりとり 絵しりとり
早池峰 休業日 タオル体操 タオル体操 タオル体操 タオル体操 休業日

23/30 24 25 26 27 28 29
秋分の日 夢ぷらざ弁当 刺身定食 焼き魚定食 カレーライス 日本そばセット

休業日 振替休日 まんじゅう ケーキ ケーキ どら焼き まんじゅう

3F リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操
早池峰 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 休業日

及川礼子先生をお招きし、
　楽しく体を動かしました。

盛岡さんさ開催に合わせ夢ぷらざスタッフによる
夢ぷらざスタッフによるさんさ踊り

　　夏休み中の子どもたちが来所。
　　プラ板でネームホルダーを作りました。
　　子ども達がお手伝い。素敵に仕上がりました。

さんさ踊り！浴衣が良く似合ってます
おやつにかき氷とたい焼き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美味しい

　　売店にお買い物に出掛けました。

夏野菜や果物ががたくさん並んでいました！

短時間デイサービス　【早池峰】

愛真館　夢ぷらざ
盛岡市繋字塗沢40-4愛真館西館3Ｆ

ＴＥＬ　019-689-2200
ＦＡＸ　019-689-7110

但し、短時間デイサービス早池峰は、お休みです。

９月１７日（月）　敬老の日

夢ぷらざ便り
【９月予定表】

【トピックス】

さんさ踊り週間　　7/30～8/4

8/10（金）　盆踊り スタッフ賞付き抽選会開催！

祝日ですが、特別営業いたします。

　8/22（水）・23（木）　　産直ツアー　ＩＮ　さっこら　

※都合により献立、活動内容など変更する場合があります。

7/31(火）　３Ｂ体操

【お知らせ】

8/21（火）愛真館売店ツアー

8/6(月）・7（火）　　ネームホルダー作り

【トピックス】

   

・９月１２日（水）・１３日（木）・・・敬老会 
           （早池峰ご利用の方も参加） 
・１０月中旬～下旬・・・紅葉ドライブ 

今後の行事予定 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1534942310/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3B1dGl5YS5jb20vaHRtbC9zZWFzb24vMDhnYXR1L3R5b3V0aW4wMS5odG1s/RS=^ADB1BqMfOQ1MoM3IkZuAULc1DKkNAI-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTkmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVDRUYXNBN3pGX2U4d3RpQWVlcEZpQ2NKMGxheWVITzd1MWxBbUcxUUQ2YVZHbkUtczNMUjUwTFNBBHADNTZXdDQ0S0s0NEtrNDRPcDQ0SzU0NE9JBHBvcwMyOQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--




 

http://aishinkan-yumeplaza.com/YumeplazaDayori/201404-201601.pdf
http://aishinkan-yumeplaza.com/YumeplazaDayori/201404-201601.pdf

