
平成26年 3月 31日

平成25年度の主な事業報告
社 会 福 祉 法 人 江刺 寿生会

平成25年 4月 1日  辞令交付式
8日  第1回MR経営者会議 (施設長会議 )

15日  第1回事務連絡会
18日  職員採用試験 (反町の郷 )

21日  ISO改 善研究発表会
22日  ISO内 部監査
24日  職員採用試験

研修委員会
30日  苦情解決事業・福祉サービス評価事業担当者会議

5月 2日  定期巡回 。随時対応型訪問介護看護事業所補助事業完了検査
13日  ISO・ MR会議 (経営者 との懇談会)

伊手エ リア (江寿園、江寿園訪問、江寿園居宅、江寿園給食、江寿園デイ)

障害エ リア (わかくさ、生活介護、ふれあい工房、鐘の鳴る丘、相談支援 )

15日  ISOoMR会 議 (経営者との懇談会)

ヒロノエ リアさくらの郷 (さ くらの郷、かつひろの家、法人本部)

反町エ リア (在宅介護、居宅介護、訪問介護、サ高住、反町デイ、反町短期
さくらんぼ保育園)

20日  ISOoMR会 議 (経営者との懇談会)

雫石エ リア (松寿荘、松寿荘訪問、松寿荘居宅、松寿荘給食、松寿荘デイ)

ヒロノエ リア桜つつみデイ (桜つつみデイ、生活支援ハウス、桜障害給食)

23日  江刺寿生会 決算監事監査
ISO内部監査員養成セ ミナー発表会

28日  江刺寿生会 決算監事監査
29日  第1回社会福祉法人江刺寿生会評議員会 。第1回社会福祉法人江刺寿生会理事会

6月 5日  職員採用試験 (さ くらの郷 )

12日  第2回MR経 営者会議 (施設長会議 )

第2回事務連絡会
17日  職員採用試験
18日  社会福祉法人役職員セ ミナー

21日  第3回MR経 営者会議 (施設長会議 )

7月 1日  辞令交付式

江刺寿生会4デイ会議
4日  職員採用試験 (反 町の郷 。事務員 )

12日  さくらんぼ保育園指導監査
16日  ISO内 部監査

反町エ リア (在宅介護、居宅介護、訪問介護、サ高住、反町デイ、反町短期
さくらんぼ保育園)

18日  ISO内 部監査
雫石エ リア (松寿荘、松寿荘訪間、松寿荘居宅、松寿荘給食、松寿荘デイ )

伊手エ リア (江寿園、江寿園訪間、江寿園居宅、江寿園給食、江寿園デイ )

19日  ISO内 部監査
ヒロノエ リア さくらの郷 (さ くらの郷、かつひろの家、法人本部 )

ヒロノエ リア桜つつみデイ (桜つつみデイ、生活支援ハ ウス、桜障害給食 )

22日  ISO内 部監査
障害エ リア (わ か くさ、生活介護、ふれあい工房、鐘の鳴る丘、相談支援 )

26日  第4回 MR経 営者会議 (施設長会議 )

31日  社会福祉法人江刺寿生会 県指導監査
8月 2日  第 1回 ISOリ ーダー会議
8月 7日  職員採用試験 (反 町の郷 )

20日 ～22日  ISO第 1回更新審査・拡張審査
更新事業所

ヒロノエ リアさくらの郷 (法人本部、さくらの郷、桜つつみデイ、
生活支援ハ ウス、かつひろの家 )

ヒロノ障害エ リア (え さしふれあい工房、わか くさ)

反町エ リア (在宅介護、居宅介護、訪問介護 )

伊手エ リア (江寿園、江寿園訪間、江寿園デイ )

雫石エ リア (松寿荘、松寿荘訪問 )

拡張事業所
ヒロノ障害エ リア (相 談支援センターふれあい、鐘の鳴る丘 )

反町エ リア (反町短期、サ高住、反町デイ、 さくらんぼ保育園)

伊手エ リア (江寿園居宅 )

雫石エ リア (松寿荘居宅、松寿荘デイ )

23日  第5回MR経 営者会議 (施設長会議 )



29日  社会福祉法人役員研修
30日  福祉サー ビス苦情解決セ ミナー

9月 H日  第2回社会福祉法人江刺寿生会理事会
反町の郷敬老会

12日  江寿園敬老会
13日  さくらの郷敬老会
17日  職員採用試験 (事務員・介護職員 )

18日  労働基準監督署調査受入
24日  職員採用試験 (桜つつみデイ )

27日  松寿荘新墓地祈願
29日  福祉の就職総合 フェア2013
30日  第3回事務連絡会

10月 3日 ～4日  社会福祉法人新会計基準研修会 【移行研修】
10月 7日  第6回 MR経 営者会議 (施設長会議 )

9日  第4回事務連絡会
16日  職員採用試験 (反 町の郷 )

18日  奥州市社会福祉大会 (岩手県共同募金会会長感謝状授与 )

22日  介護事業場労務管理等説明会
29日  胆江地区新規学校卒業者就職面接会

H月 8日  長寿社会課 松寿荘改築工事打合せ
12日 ～ 13日  県南ブロック施設長研修

15日  苦情解決事業・福祉サー ビス評価事業担当者会議
第7回MR経 営者会議 (施設長会議 )

18日  県南 。両磐ブロック社会福祉法人役職員セ ミナー2013
21日  職員採用試験 (さ くらの郷 )

26日  江刺寿生会 出納調査

第5回事務連絡会
12月 2日  第8回MR経 営者会議 (施設長会議 )

11日  第2回社会福祉法人江刺寿生会評議員会 。第3回社会福祉法人江刺寿生会理事会
12日  江刺寿生会 出納調査 (障がいエ リア)

20日  さくらの郷 県指導監査
24日  指定居宅サー ビス事業者指定更新申請

桜つつみ指定居宅介護支援事業所
さくらの郷指定訪問介護事業所
さくらの郷指定短期入所生活介護事業所
江寿園指定通所介護事業所
桜つつみ指定通所介護事業所
特別養護老人ホームさくらの郷

1月 8日  第9回 MR経 営者会議 (施設長会議 )

14日  わか くさ 県指導監査
16日  職員採用試験 (わ か くさ 。事務員 )

17日  江刺寿生会 新年会
創立40周 年実行委員会

20日  江寿園 県指導監査
21日  職員採用試験 (反 町の郷 。江寿園デイ )

28日  県南ブロック経営協事務職員研修会
29日  江刺寿生会創立40周 年座談会 旧職員、理事
30日  介護保険実地指導

反町の郷指定短期入所生活介護事業所
反町の郷デイサー ビスセ ンター

31日  江刺寿生会創立40周 年座談会 職員
2月 6日  ISO・ MR会 議 (経営者 との懇談会 )

ヒロノエ リア桜つつみデイ (桜つつみデイ、生活支援ハ ウス、桜障害給食 )

7日  ISOoMR会 議 (経営者 との懇談会 )

伊手エ リア (江寿園、江寿園訪問、江寿園居宅、江寿園給食、江寿園デイ )

洪水時の避難計画に関する説明会
12日  ISOoMR会 議 (経営者 との懇談会 )

雫石エ リア (松寿荘、松寿荘訪問、松寿荘居宅、松寿荘給食、松寿荘デイ )

職員採用試験 (反町の郷 )

14日  ISOoMR会 議 (経営者 との懇談会 )

障害エ リア (わ か くさ、生活介護、ふれあい工房、鐘の鳴 る丘、相談支援 )

ISOoMR会 議 (経営者 との懇談会 )

反町エ リア (在 宅介護、居宅介護、訪問介護、サ高住、反町デイ、反町短期
さくらんぼ保育園 )

17日  ISOoMR会 議 (経営者 との懇談会 )

ヒロノエ リアさくらの郷 (さ くらの郷、かつひろの家、法人本部 )

創立40周 年実行委員会
22日  福祉の しごと地域就職 フェアin奥州
24日  第10回MR経 営者会議 (施設長会議 )



25日  職員採用試験 (反町の郷 )

26日  第6回事務連絡会
3月 4日  福祉サービス評価事業 (松寿荘)

6日  消費税率改定に伴 う検討会
10日  職員採用試験 (反町の郷 )

創立40周 年実行委員会
19日  介護保険実地指導

定期巡回 。随時対応型訪問介護看護事業所
職員採用試験 (桜つつみデイ、さくらんぼ保育園)

25日  平成26年度新規採用職員事前説明会
28日  第3回社会福祉法人江刺寿生会評議員会 。第4回社会福祉法人江刺寿生会理事会


