
No.５０  令和元年１１月２５日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

かに玉定食 うどんセット カレーライス とんかつ定食 天ぷら定食 豚すき定食
休業日 フルーツ まんじゅう まんじゅう ゼリー ゼリー 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 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

8 9 10 11 12 13 14
おでんセット 焼き魚定食 日本そばセット 寿司セット 鱈煮おろし 芋の子汁定食

休業日 まんじゅう フルーツ まんじゅう ケーキ ケーキ シュークリーム

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 リハビリ体操 休業日 早池峰

15 16 17 18 19 20 21
フライ定食 鯖味噌煮定食 三点野点 おでんセット 刺身定食 親子丼

休業日 まんじゅう ゼリー ケーキ ケーキ ケーキ シュークリーム

3F パズルゲーム 歌声喫茶 クリスマス会 クリスマス会 ビンゴゲーム 言葉ならべ 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

22 23 24 25 26 27 28
鰈煮付け カレーライス 芋の子汁定食 天丼 日本そばセット 夢ぷらざ弁当

休業日 ケーキ まんじゅう シュークリーム シュークリーム まんじゅう 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 リハビリ体操 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 リハビリ体操 休業日 早池峰

29 30 31
松花堂弁当

休業日 ケーキ 休業日
3F 言葉ならべ 3F

早池峰 タオル体操 早池峰

紅葉はじめの南昌トンネル・秋晴れの御所湖一周
　　　　　　　　おなじみ仙北町の産直　さっこらに行きました。 終始会話を弾ませ、ドライブを楽しみました。

　　　 　秋の味覚いっぱいの産直でのお買い物！
　　　　　 思わず顔がほころびます。

　　　　介護職員
　　　矢羽々侑依
　　（やはば　ゆい）

             　 １２月３１日（火）～１月３日（金）

            ※1月4日（土）より通常通り営業いたします。

10月30日（水）　産直ツアー　ＩＮ　さっこら

                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。

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

【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】 3Ｆ　夢ぷらざ 【トピックス】
短時間デイサービス
【早池峰】

　　　　　　　紅葉ドライブ 10月29日（火）　ハロウィン　パーティー

　　　紅葉ドライブ

今後の行事予定

３Ｆ 夢ぷらざ
・１月・・・初詣・小正月

水木団子作り

１Ｆ 早池峰

・１月・・・初詣

水木団子作り

雫石町 葛根田の大岩屋（玄武洞）

紅葉と笑顔のすてきなショット

いただきました！

南昌山 トンネル付近の紅葉 皆さんから歓声が上がりました

かぼちゃのボックス作り

１枚１枚丁寧に貼りました。

パーティーの盛り上げ役に２人のプリンセス登場！

ハロウィンを楽しみました。

≪新スタッフ紹介≫
11月14日から勤務しています。

明るさをモットーに励みます。

よろしくお願いします。



No.４９  令和元年１０月２５日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1 2

三点野点 カレーライス
ケーキ まんじゅう

3F 歌声喫茶 言葉ならべ 3F
早池峰 リハビリ体操 休業日 早池峰

3 4 5 6 7 8 9
フライ定食 寿司セット 焼き魚定食 鰈煮付け うどんセット

文化の日 振替休日 まんじゅう ケーキ フルーツ ケーキ 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 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

10 11 12 13 14 15 16
芋の子汁定食 天丼 天ぷら定食 かに玉定食 鯖味噌煮定食 焼き魚定食

休業日 シュークリーム シュークリーム ゼリー フルーツ ゼリー ゼリー

3F パズルゲーム 歌声喫茶 言葉ならべ 魚つりゲーム お手玉ゲーム 歌声喫茶 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 リハビリ体操 休業日 早池峰

17 18 19 20 21 22 23
うどんセット 夢ぷらざ弁当 豚すき定食 日本そばセット ハンバーグセット

休業日 まんじゅう まんじゅう ケーキ まんじゅう 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 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 早池峰

24 25 26 27 28 29 30
松花堂弁当 芋の子汁定食 焼き魚定食 三点野点 親子丼 とんかつ定食

休業日 ケーキ シュークリーム フルーツ ケーキ シュークリーム ゼリー
3F お手玉ゲーム 言葉ならべ パズルゲーム パズルゲーム すくって！すくって！ サイコロゲーム 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 リハビリ体操 休業日 早池峰

紅葉に、ハロウィン飾り！！ みんなで『点つなぎ』に挑戦！！
ホールは、すっかり秋です 1から240まで　協力して頑張りました。

１０月３１日のハロウィンに向け、ホールの

お楽しみに！！

10月に入り、少し肌寒くなってきました。
辺りの景色も、青々した緑から少しずつ色づき始めました。 １０月２９日（火）　
夢ぷらざも衣替え！オレンジの上着にエプロンです。 ハロウィンパーティーを予定

ある日の早池峰

手ぬぐいです。
季節に合わせ入れ替えています。

ハロウィンに向けて飾り付け

衣替えしました
飾り付けが始まりました。

【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】 3Ｆ　夢ぷらざ 【トピックス】
短時間デイサービス
【早池峰】

ホールは、秋　真っ盛り

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

文化の日 

勤労感謝の日 

今後の行事予定 

３Ｆ 夢ぷらざ  
・10月下旬・・・紅葉ドライブ 
・10/30・・・・ 産直ツアー 

１Ｆ 早池峰 

・10月下旬・・・紅葉ドライブ 

・10/29・・・ ハロウィン パーティー      
 

１０月１日より、インフルエンザ予防接種が 

始まっています。すでに９月から盛岡市内で 

インフルエンザ発症が確認されています。 

     早めの予防接種をおすすめします。 

     外出の前後には、「うがい」 「手洗い」を 

     しっかり行い予防を心がけましょう。 

                                                                                      看護スタッフより 
 

完成 



No.４８　令和元年９月２４日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

鱈煮おろし かに玉定食 豚すき定食 うどんセット 魚焼き定食
ケーキ フルーツ 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 歌声喫茶 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 休業日 早池峰

6 7 8 9 10 11 12
カレーライス 三点野点 親子丼 鰈煮付け 天丼 刺身定食

休業日 まんじゅう ケーキ シュークリーム ケーキ シュークリーム 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 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

13 14 15 16 17 18 19
日本そばセット 夢ぷらざ弁当 ハンバーグセット 焼魚定食 鱈煮おろし

休業日 休業日 まんじゅう ケーキ シュークリーム ゼリー ケーキ

3F お手玉ゲーム お手玉ゲーム 言葉ならべ 言葉ならべ パズルゲーム 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 休業日 早池峰

20 21 22 23 24 25 26
鯖味噌煮定食 うどんセット 松花堂弁当 とんかつ定食 フライ定食

休業日 ゼリー 　　　　　休業日 まんじゅう ケーキ ゼリー 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 3F
早池峰 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

27 28 29 30 31
寿司セット 天ぷら定食 鰈煮付け 芋の子汁定食

休業日 ケーキ ゼリー ケーキ シュークリーム

3F カップ積み サイコロゲーム サイコロゲーム 歌声喫茶 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 早池峰

すみれ会のみなさんの歌と踊りを楽しみました。 小岩井農場のひまわりを見に行きました。

岩手医科大学さんさ部の皆さんのステージ

　　　　お蕎麦あり、丼ぶりあり、

　令和元年度　祝い歳の皆様 9月16日（月）　敬老会
　百二賀のお祝い（１０２歳） 　１　名
　百一賀のお祝い（１０１歳） 　１　名

白寿（９９歳） １　名 ウクレレの生演奏・歌・ダンス　楽しかったですね
卒寿（９０歳） ９　名
米寿（８８歳） １３　名
傘寿（８０歳） ４　名
喜寿（７７歳） ４　名

スタッフとのコラボもありました。

メニューを選んでお召し上がりいただきました。

”ナピカケ　ヒヴァヒヴァ”　
フラダンス教室のみなさんが来てくださいました。

皆様、ご長寿おめでとうございます

　　敬老会　1日目　　　　9月6日（金） ８月22日（木）・23日（金）　ひまわりドライブ

敬老会　２日目　　　　9月７日（土） ８月26日（月）　外食ツアー　IN　ホテル紫苑　“花暦”

【トピックス】 3Ｆ　夢ぷらざ 【トピックス】
短時間デイサービス
【早池峰】

【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。

体育の日

即位礼正殿の儀

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

今年のお祝いの品は 

限定オリジナルタオル！ 

デイサービスでご利用の際は、 

お名前を書いてくださいね。 

祝 



No.４７  令和元年８月２６日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

ちらし寿司 親子丼 日本そばセット 焼魚定食 夢ぷらざ弁当 夢ぷらざ弁当
休業日 ケーキ シュークリーム まんじゅう フルーツ ゼリー ゼリー

3F カップ積み 芯積み 私は誰でしょう！ すくって！すくって！ 敬老会 敬老会 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 リハビリ体操 休業日 早池峰

8 9 10 11 12 13 14
フライ定食 鰈煮付け 天丼 うどんセット かに玉定食 鯖味噌煮定食

休業日 まんじゅう ケーキ シュークリーム まんじゅう フルーツ ゼリー

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 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

15 16 17 18 19 20 21
三点野点 カレーライス 鱈煮おろし 天ぷら定食 豚すき定食 松花堂弁当

休業日 ケーキ まんじゅう ケーキ ゼリー ケーキ ケーキ

3F 歌声喫茶 お手玉ゲーム お手玉ゲーム 言葉ならべ 絵しりとり 魚釣りゲーム 3F
早池峰 敬老会 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 休業日 早池峰

22 23 24 25 26 27 28
ハンバーグセット 刺身定食 とんかつ定食 寿司セット 日本そばセット

休業日 シュークリーム ケーキ ゼリー ケーキ 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 3F
早池峰 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

29 30
親子丼

3F 休業日 シュークリーム 3F
早池峰 リハビリ体操 早池峰

盛岡さんさが行われている最中、
夢ぷらざ夏祭りを開催☆ 早池峰でも、スタッフによるさんさ練習会を経て、
お菓子釣りやお楽しみ抽選会で盛り上がりました。 みんなで踊りました。

　　　　　　8月6日（火）　夏祭り ８月1日（月）・2日（火）　さんさ踊り

８月６日（火）　おやつに　すいか　　　　！
　さんさ踊りも踊って、楽しみました。

９月～１２月のカレンダーを作りました！！

【９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】 3Ｆ　夢ぷらざ 【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　019-691-7110

今後の行事予定 

お
い
し
い
ね 

３Ｆ 夢ぷらざ  
・１０月・・・紅葉ドライブ 
          

１Ｆ 早池峰 

・１０月・・・ 紅葉ドライブ      
 

秋分の日 

おやつは、お祭りらしく 

焼きそば・たこ焼き 



No.４６  令和元年７月２５日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

カレーライス 親子丼 かに玉定食
まんじゅう ケーキ フルーツ

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

4 5 6 7 8 9 10
松花堂弁当 ちらし寿司 夢ぷらざ弁当 刺身定食 焼魚定食 日本そばセット

休業日 シュークリーム お楽しみ！ まんじゅう ケーキ ゼリー まんじゅう

3F 芯積み 夏祭り すくって！すくって！ お手玉ゲーム 言葉ならべ 絵しりとり 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

11 12 13 14 15 16 17
鰈煮付け

振替休日 休業日 休業日 休業日 休業日 ケーキ

3F リハビリ体操 3F
早池峰 休業日 早池峰

18 19 20 21 22 23 24
ハンバーグセット 鱈煮おろし とんかつ定食 野点弁当 うどんセット 天ぷら定食

休業日 ケーキ シュークリーム シュークリーム ケーキ まんじゅう ぜりー

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 リハビリ体操 休業日 早池峰

25 26 27 28 29 30 31
天丼 フライ定食 寿司セット 豚すき定食 焼魚定食 カレーライス

休業日 まんじゅう まんじゅう ケーキ ゼリー フルーツ 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 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

７月1日（月） 原　寛一様　歌謡ショー

短冊にお願い事を書きました。
かざりも作って飾りました。
皆さんの願い事が叶いますように！

７月２日(火）

７月３日(水） マジックショー

７月４日(木） OHSHUカルチャーバラエティーショー

７月５日(金）

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

リハビリ体操　with　第一興商

【８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】 3Ｆ　夢ぷらざ 【トピックス】
短時間デイサービス
【早池峰】

７月　七夕

虹のひきだし　紙芝居

 ８月の夏期休業に合わせ、お預かりしている内履きの洗濯や 

破損・汚れの状態確認のためにお持ち帰りをお願いいたします。 

 休み前の利用日を目安に対応させて頂きます。 休み明けの 

利用日には、又ご持参ください。 

 ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 
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山の日 

今後の行事予定 

９月１６日（月） 

    敬老の日は、 

  営業いたします。 

３Ｆ 夢ぷらざ  
・９月・・・敬老会 

１Ｆ 早池峰 

・９月・・・ 敬老会 



No.４５ 令和元年６月２５日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

天丼 コロッケ定食 釜飯 寿司セット カレーライス 天ぷら定食
休業日 ケーキ シュークリーム ケーキ ケーキ まんじゅう どら焼き

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 七夕 3F
早池峰 1周年お楽しみ会 1周年お楽しみ会 1周年お楽しみ会 1周年お楽しみ会 1周年お楽しみ会 休業日 早池峰

7 8 9 10 11 12 13
雑穀釜飯 刺身定食 天丼 夢ぷらざ弁当 ちらし寿司 刺身定食

休業日 フルーツ ケーキ まんじゅう ケーキ どら焼き フルーツ

3F サイコロゲーム サイコロゲーム カップ積み 言葉ならべ お手玉ゲーム 歌声喫茶 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

14 15 16 17 18 19 20
焼き魚定食 コロッケ定食 鰈煮付け ハンバーグセット 親子丼

休業日 どら焼き ケーキ ケーキ シュークリーム 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 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 休業日 早池峰

21 22 23 24 25 26 27
とんかつ定食 鯖味噌煮定食 三点野点 日本そばｾｯﾄ 鱈煮おろし うどんセット

休業日 まんじゅう ケーキ ケーキ フルーツ ケーキ シュークリーム

3F お手玉ゲーム 歌声喫茶 サイコロゲーム 岩手県ビンゴ 魚釣り 言葉ならべ 3F
早池峰 タオル体操 タオル体操 外食ツアー タオル体操 タオル体操 休業日 早池峰

28 29 30 31
天ぷら定食 釜飯 寿司セット

休業日 ケーキ フルーツ まんじゅう

3F 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

玉入れ 雫石町の“町場園地”にドライブに出掛けました。
施設のご厚意でラベンダー摘みを楽しみました。

　　　　　輪投げ

２人３脚　かりもの競争

スタッフの息の合うとこ見せられたでしょうか?！

牛タン煮込みハンバーグ・牛タンシチュー
　　昔なつかしナポリタン・デザート各種
お好みのメニューを選んで召し上がりました。

　たくさん笑い　たくさん声を出して　応援にも熱がはいりました。

５月２７日（月）　運動会
町場園地ドライブ　6/17.18.20

６月２１日（金）外食ツアー

ペレニアルロックガーデン春小谷地　Ｃａｆｅミルクの里

【７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】 3Ｆ　夢ぷらざ 【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　019-691-7110

今後の行事予定 

３Ｆ 夢ぷらざ  
・８月・・・夏祭り 
・９月・・・敬老会 
  

          

１Ｆ 早池峰 

・８月・・・ さんさ踊り 

       外食ツアー  

休業日 

 

海の日 
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No.４４  令和元年５月２５日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1

うどんセット
ケーキ

3F パズルゲーム 3F
早池峰 休業日 早池峰

2 3 4 5 6 7 8
とんかつ定食 ちらし寿司 三点野点 釜飯 コロッケ定食 天丼

休業日 まんじゅう ケーキ フルーツ シュークリーム ケーキ 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 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

9 10 11 12 13 14 15
寿司セット カレーライス 天ぷら定食 松花堂弁当 日本そばセット 鰈煮付け

休業日 ケーキ どら焼き まんじゅう ケーキ フルーツ シュークリーム

3F お手玉ゲーム 魚釣り 魚釣り カップ積み サイコロゲーム 歌声喫茶 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 リハビリ体操 休業日 早池峰

16 17 18 19 20 21 22
夢ぷらざ弁当 刺身定食 焼き魚定食 鯖味噌煮定食 親子丼 雑穀釜飯

休業日 シュークリーム まんじゅう 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 タオル体操 タオル体操 タオル体操 外食ツアー 休業日 早池峰

23/30 24 25 26 27 28 29
ハンバーグセット 鱈煮おろし うどんセット とんかつ定食 三点野点 ちらし寿司

休業日 ケーキ ケーキ どら焼き まんじゅう ケーキ フルーツ
3F 短冊作り 短冊作り 短冊作り 短冊作り 短冊作り 短冊作り 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 リハビリ体操 休業日 早池峰

春！暖かくなり　桜が咲き始めました。
お花見シーズンです。

4/23（火）　　石割桜
　　　もりおか歴史文化館で休憩

　　　　　4/22(月）　都南中央公園 4/25(木）.26(金）　　繋のさくら園

4/26（金）・4/27（土）
5/1（水）・　5/2（木）
雫石川園地　長い桜並木をゆっくり眺めました。 　　　　　　　4/24（水）　高松の池

5/13（月）
桜が終わり、小岩井の菜の花が満開です。

盛岡Ｉ．Ｃ近くの産直　ぞっこん広場
食事もお買い物も楽しみました。

地元の野菜・肉をつかった

ぞっこんランチ

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

【６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】 3Ｆ　夢ぷらざ 【トピックス】
短時間デイサービス
【早池峰】

お花見ドライブ お花見ドライブ

5/16　外食ツアー　IN　ぞっこん広場　“旬菜”

4/23（火）　外食ツアー　ＩＮ　ホテル紫苑“花暦”

御
衣
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や
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本
桜
も
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き
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今後の行事予定 

３Ｆ 夢ぷらざ  
 
・７月・・・七夕 
・８月・・・夏まつり 

１Ｆ 早池峰 

・７月・・・ 外食ツアー 

好きなメニューをチョイス 

蕎麦・天丼・まぐろ丼  美味しい！！ 

ギ
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No.４３  平成３１年４月２２日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

天ぷら定食 親子丼
どら焼き シュークリーム 憲法記念日 みどりの日

3F 歌声喫茶 歌声喫茶 3F
早池峰 リハビリ体操 リハビリ体操 早池峰

5 6 7 8 9 10 11
雑穀釜飯 カレーライス 夢ぷらざ弁当 とんかつ定食 刺身定食

こどもの日 振替休日 フルーツ まんじゅう ケーキ 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 3F
早池峰 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

12 13 14 15 16 17 18
鯖味噌定食 日本そばセット ちらし寿司 鰈煮付け 松花堂弁当 焼き魚定食

休業日 ケーキ まんじゅう フルーツ ケーキ シュークリーム ケーキ

3F 運動会準備 言葉ならべ 絵しりとり 絵しりとり お手玉ゲーム お手玉ゲーム 3F
早池峰 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 外食ツアー リハビリ体操 休業日 早池峰

19 20 21 22 23 24 25
三点野点 寿司セット ハンバーグセット コロッケ定食 天丼 釜飯

休業日 どら焼き ケーキ ケーキ まんじゅう まんじゅう まんじゅう

3F 運動会準備 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 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

26 27 28 29 30 31
うどんセット 天ぷら定食 雑穀釜飯 カレーライス 鱈煮おろし

休業日 まんじゅう どら焼き まんじゅう ケーキ フルーツ

3F 運動会 すくって！すくって！ 私は誰でしょう？ 岩手県ビンゴ 絵しりとり 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 リハビリ体操 早池峰

４月　春です。早池峰では、模様替えをしました。
愛真館内の売店に出かけてきました。

タオル体操 輪投げ
試食コーナーでは、愛真館のスタッフさんが親切に
対応してくださいました。

ミニアイスクリームの販売もあり好評でした。 4/23(火）　ホテル紫苑に外食に出かけます。
次回号をお楽しみに！

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

【5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】 3Ｆ　夢ぷらざ 【トピックス】
短時間デイサービス
【早池峰】

4月8日（月）　愛真館売店ツアー

午後の活動の様子

今後の行事予定 

愛真館前の          

“おちあいの足湯”まで 

            お散歩 

３Ｆ 夢ぷらざ  
・６月・・・チャグチャグ馬コツアー 
・７月・・・七夕 
  

          

１Ｆ 早池峰 

・６月・・・ 外食ツアー 

        

３Ｆホールに５月人形を飾りました。 

     とても凛々しい男の子です。 

https://tool.bizhub.jp/php/download.php?p=konicaminolta_103145.png
https://tool.bizhub.jp/php/download.php?p=konicaminolta_100249.png
https://tool.bizhub.jp/php/download.php?p=konicaminolta_103144.png


No.４２  平成３１年３月２６日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
3月31日 1 2 3 4 5 6

コロッケ定食 天ぷら定食 釜飯 雑穀釜飯 カレーライス 松花堂弁当
休業日 まんじゅう どら焼き ケーキ フルーツ まんじゅう ケーキ

3F 歌声喫茶 歌声喫茶 言葉ならべ 言葉ならべ 私は誰でしょう？ 私は誰でしょう？ 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 リハビリ体操 休業日 早池峰

7 8 9 10 11 12 13
寿司セット 親子丼 夢ぷらざ弁当 刺身定食 焼き魚定食 鯖味噌煮定食

休業日 まんじゅう シュークリーム まんじゅう ケーキ ケーキ どら焼き

3F 愛真館売店ツアー 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 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

14 15 16 17 18 19 20
ハンバーグセット コロッケ定食 日本そばｾｯﾄ 鱈煮おろし コロッケ定食 とんかつ定食

休業日 シュークリーム まんじゅう まんじゅう ケーキ まんじゅう ケーキ

3F カレンダー作り サイコロゲーム サイコロゲーム カップ積み パズルゲーム お手玉ゲーム 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 リハビリ体操 休業日 早池峰

21 22 23 24 25 26 27
ちらし寿司 三点野点 鰈煮付け うどんｾｯﾄ 釜飯 寿司セット

休業日 フルーツ ケーキ ケーキ まんじゅう ケーキ 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 リハビリ体操 3F
早池峰 タオル体操 外食ツアー タオル体操 タオル体操 タオル体操 休業日 早池峰

28 29 30 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日

休業日 休業日 休業日 休業日 休業日
昭和の日 退位の日 憲法記念日 みどりの日

　　　時期を見みて、活動内容を変更してお花見ツアーを予定してます。

　　ひな祭りに関する、クイズ大会開催
おやつには、ゼリーと甘酒を召し上がりました。

このバックは、早速デイサービスでご利用です。

愛真館内の売店に出かけてきました。 　　　　　　　　太田活動センターで開催の“ひなの会作品展”に行ってきました。

３Ｆ 　　　１Ｆ

3Fでは、25番　谷口海人（たにぐちかいと）選手が華麗なリフティングを披露
1F（早池峰）では、18番　宮市剛（みやいちつよし）選手も参戦しての
輪投げ大会が行われました。
楽しい時間を過ごすことがでしました。

連休中のお休みは、以下の通りです。

※5月1日（水）・2日（木）は営業いたします。

３月１５日（土）　愛真館売店ツアー
３月２０日（水）・２２日（金）・２５日（月）　

　　　　　お雛様を見に行こう

３月１４日（木）　グルージャ交流会

4月28日（日）～4月30日（火）
5月3日（金）～5月6日（月）

３月３日（土）　ひな祭り ３月１５日（金）　愛真館売店ツアー

【４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】 3Ｆ　夢ぷらざ 【トピックス】
短時間デイサービス
【早池峰】

営業日 営業日

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

今後の行事予定 

３Ｆ 夢ぷらざ  
・５月・・・運動会 
・７月・・・七夕 
  
          

１Ｆ 早池峰 

・５月・・・ 外食ツアー 

        

頑張れ！グルージャ！ 

応援してます 

javascript:void(0)


No.４１  平成３１年２月２２日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1 2

寿司セット ちらし寿司
まんじゅう イチゴゼリー

3F リハビリ体操 ひな祭りクイズ 3F
早池峰 タオル体操 休業日 早池峰

3 4 5 6 7 8 9
三点野点 おでんセット 天丼 ひっつみ定食 釜飯 夢ぷらざ弁当

休業日 ケーキ まんじゅう シュークリーム ケーキ まんじゅう どら焼き

3F 言葉ならべ 言葉ならべ パズルゲーム パズルゲーム カップ積み カップ積み 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 リハビリ体操 休業日 早池峰

10 11 12 13 14 15 16
カレーライス 雑穀釜飯 松花堂弁当 天ぷら定食 親子丼 うどんセット

休業日 まんじゅう ケーキ ケーキ シュークリーム ケーキ フルーツ

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 愛真館売店ツアー 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

17 18 19 20 21 22 23
親子丼 刺身定食 鯖味噌煮定食 鰈煮付け ハンバーグセット

休業日 フルーツ どら焼き まんじゅう 春分の日 シュークリーム まんじゅう

3F 魚つりゲーム サイコロゲーム サイコロゲーム 歌声喫茶 歌声喫茶 3F
早池峰 リハビリ体操 リハビリ体操 雛人形を見に行こう！ リハビリ体操 雛人形を見に行こう！ 休業日 早池峰

24/31 25 26 27 28 29 30
鱈煮おろし とんかつ定食 うどんセット 三点野点 おでんセット 天丼

休業日 ケーキ ケーキ シュークリーム ケーキ フルーツ 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 3F
早池峰 雛人形を見に行こう！ 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

夢ぷらざに、赤鬼・青鬼登場                 もうすぐバレンタインデー
節分クイズも、盛り上がりました。                 みんなで、チョコレート作りをしました。

   ラッピングして皆さんに
　　　プレゼントしました

残ったチョコでおやつタイム

『ありがとう！』

温泉旅行気分です！

歩行器がショッピングカートに変身！

自由にお買い物ができました。

国道46号線盛岡と雫石の境
名物　南部手もみら～めん

温かい館内。アイスクリーム　美味しいね。

　　２月１８日（月）　外食ツアー　ＩＮ　ろばた

２月２日（土）　節分 ２月１２日（火）　チョコ作り

２月１３日（水）　愛真館売店ツアー

２月１３日（水）・１４日（木）　

愛真館売店ツアー

【３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】 3Ｆ　夢ぷらざ 【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　019-691-7110

３Ｆ 夢ぷらざ  
 
・４月・・・お花見ツアー 
・５月・・・運動会 

今後の行事予定 

１Ｆ 早池峰 

４月・・・ 外食ツアー  
 



No.４０  平成３１年１月２５日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1 2

鱈煮おろし 日本そばセット
ケーキ まんじゅう

3F リハビリ体操 節分レク 3F
早池峰 リハビリ体操 休業日 早池峰

3 4 5 6 7 8 9
とんかつ定食 うどんセット 三点野点 おでんセット 天丼 コロッケ定食

休業日 どら焼き まんじゅう ケーキ まんじゅう シュークリーム フルーツ

3F 私は誰でしょう？ 魚つりゲーム お手玉ゲーム お手玉ゲーム パズルゲーム 歌声喫茶 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

10 11 12 13 14 15 16
釜飯 寿司セット カレーライス 松花堂弁当 天ぷら定食

休業日 建国記念の日 ケーキ まんじゅう ケーキ まんじゅう ケーキ

3F リハビリ体操 愛真館売店ツアー 愛真館売店ツアー リハビリ体操 リハビリ体操 3F
早池峰 チョコ作り 愛真館売店ツアー リハビリ体操 リハビリ体操 休業日 早池峰

17 18 19 20 21 22 23
親子丼 夢ぷらざ弁当 鱈煮おろし 鯖味噌煮定食 刺身定食 ひっつみ定食

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

3F 魚つりゲーム すくって　すくって 絵しりとり すくって　すくって 言葉ならべ 言葉ならべ 3F
早池峰 外食ツアー タオル体操 タオル体操 タオル体操 タオル体操 休業日 早池峰

24 25 26 27 28
鰈煮付け ハンバーグセット 雑穀釜飯 とんかつ定食

休業日 ケーキ ケーキ シュークリーム どら焼き

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 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 早池峰

繋地区にある藤倉神社に
初詣に出掛けました。

年初めに、各地の民謡を取り入れたよさこいショー
民謡も聞きながら、楽しみました。

　　たくさんあった紙ねんど
　　あっという間にきれいな飾りができました

　　外に、出ないでお買い物ができました。

　　イ・カ・ノ・オ・ス・シ　知ってますか？
　　　　子ども達の安全に大事なものです。

　　　　　　この日は、恒例　＜冷麺祭り＞！！

眉毛・目・ほっぺ・口　福笑いを楽しみました。

　　1月22日（火）岩手県警察音楽隊演奏会に行こう

1月15日（火）小正月

1月23日（水）外食ツアー 韓式食彩ヤマト

　　　　　お正月・初詣 1月4日（金）　お楽しみ会

1月10日（木）水木団子作り 1月15日（火）　水木団子作り

　　1月17日（木）愛真館売店ツアー

【２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】 3Ｆ　夢ぷらざ 【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　019-691-7110

３Ｆ 夢ぷらざ  
 
・３月・・・ひな祭り 
・４月・・・お花見ツアー 

今後の行事予定 
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おやつは、おしるこです 

いちごをトッピング 

お煎茶とよく合います 

１Ｆ 早池峰 

３月・・・愛真館売店ツアー 

外食ツアー 

４月・・・お花見ツアー 



No.３９　 平成３０年１２月２７日発行
 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

お正月膳 お正月膳
休業日 休業日 休業日 ケーキ ケーキ

3F 元旦 ろっぴきゲーム ろっぴきゲーム 3F
早池峰 お楽しみ会 休業日 早池峰

6 7 8 9 10 11 12
うどん+七草粥セット 鱈煮おろし とんかつ定食 三点野点 おでんセット 天丼

休業日 まんじゅう ケーキ どら焼き ケーキ フルーツ シュークリーム

3F お手玉ゲーム 言葉ならべ すくって！すくって！ 水木団子作り 絵しりとり カップ積み 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

13 14 15 16 17 18 19
寿司セット 夢ぷらざ弁当 釜飯 天ぷら定食 雑穀釜飯

休業日 休業日 フルーツ ケーキ まんじゅう ケーキ どら焼き

3F 成人の日 福笑い 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 リハビリ体操 リハビリ体操 愛真館売店ツアー リハビリ体操 休業日 早池峰

20 21 22 23 24 25 26
松花堂弁当 ひっつみ定食 カレーライス 親子丼 ハンバーグセット コロッケ定食

休業日 ケーキ どら焼き ケーキ シュークリーム シュークリーム ケーキ

3F サイコロゲーム 私は誰でしょう？ 魚釣りゲーム 魚釣りゲーム 歌声喫茶 パズルゲーム 3F
早池峰 タオル体操 タオル体操 外食ツアー タオル体操 タオル体操 休業日 早池峰

27 28 29 30 31
鯖味噌煮定食 鰈煮付け 日本そばセット 刺身定食

休業日 どら焼き ケーキ まんじゅう フルーツ

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 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 早池峰

今年もサンタさんとトナカイさんから皆さんに
　　　　　 プレゼントが贈られました
　　　皆さんとても素敵な笑顔です

ハンカチ・ロープ・カード　
仕掛けを見落とさないように食い入る皆様

いろいろなマジックを楽しみました
また、来てくださいね！

ログハウスの様な建物　　温かい雰囲気のお店です。
1日　２０食限定日替わりランチをみんなで頂きました
食後に、コーヒーやデザートが１００円で注文

息の合ったダンス！

テーブル毎にクリスマスケーキを作って食べました
　　　　ごちそうさまでした

　　　小さいコーラス隊も登場！

12/25（火）　クリスマスコンサート

ハーモニカアンサンブル盛岡の皆さんがきてくださいました

１回目　１Ｆ短時間デイサービス早池峰　  ２回目　３Ｆ夢ぷらざの２ステージ

素敵な演奏でしたね

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】

12/17（月）　　１８（火）　クリスマス会 12/4（火）　Mr.荒川　マジックショー

12/14（金）　外食ツアー：　農家レストラン　葉菜Ｃａｆｅ

   
３Ｆ 夢ぷらざ 
 
・２月・・・節分 
・３月・・・ひな祭り 

今後の行事予定 
   
 
短時間デイサービス早池峰 
・2月・・・外食ツアー 

・3月・・・お買い物ツアー 

雫石
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http://aishinkan-yumeplaza.com/YumeplazaDayori/201808-12.pdf

