
平成27年 3月 31日

平成 26年度の主な事業報告
社会福祉法人江刺寿生会

平Ft26年 1月 1日  辞 令交付式
10日  月言1回 事 f―

‐連絡会
11日  竿1回 lヽR経営者会議 (施設長会議 )

16日  書J立 40周 手記念式典招侍者 名簿打 合せ会
lS日  新採 用職員研 |ウ (法 k全体 )

23日  膚」立40周 年記念誌部会打 合せ
24日  I S OFl部 監査

5月 7日  言J立 40周 年記念式典実行委員会
14曰  自」立40周 年記念誌吉F会打 合せ
22日  江申J寿生会 決算監事監査
26日  自1立 10周 年記念誌部会打 合せ
]S日  第1回 Jl会福祉法 ノ、江刺寺生会言1:議員会・璃1回 社会福社法 江ヽ市」寺生会理事会

10日  職 員採用試験 (障害エ リア
)

6月 ]日  倉」立40周 年記念実行委員会
6日  第2同 社会福 ねL法 ノ、江中1寿生会埋 事会

16日  膚J立 40周 年記念実 lT委 員会
第2回 4ヽR経営者会議 (施設長会議 )

26日  |」 立10周 年感謝 (わ 集い最終打ち)合 わせ会
7月 1日  自」立40周 年感謝 177集 ぃ

10日  職員採用試験 (さ くらの郷 )

17日  医療・ チ)護融合経営戦‖各セ ミナ
S月 5日  i弩 3回 N/1R経営者会議 (施設長会議 )

11日  法 k悦講演会
12日  ISO内部監査
26日  第2回事務 i菫 絡会
2S tt ISOi千[持審査
29日  上SO維持審査

9月 1日  職員採用試験 (反町の郷 )

19日  職員採用試験 (新 卒者 )

24日  第2回社会福祉法 ノ́、江 1刊 寿生会評議員会 。第3回 社会福祉法 ノ、江 rll l寿 生会理事会

10月 2日  第4巨IM R経営者会議 (施設長会議 )

7日  奥州市第6期介護保険計画 ヒア リング
lil員採 /1R試験 (障害エ リア)

22日  県経営協事業・組織検討委員会中間報告
H26年度社会福祉法人経営者協議会講演会

23日  江刺寿生会全体会議
胆江地区新規学卒者面談会

25日  職員採用試験 (新 卒者、障害エ リア )

H月 4日  正規職員登用試験
5日  汀11刊 寿生会 上半期出納調査

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11寿生会理事会
12月 1目  定款変更認可

4日  第5回MR経 営者会議 (施設長会議 )

9日  福祉関係就職面談会
17日  l職員採用試験 (障 害エ リア)

22日  苦情解決事業・福祉サー ビス評価事業担 当者等会議
1月 5日  正規職員登用者辞令交伺

‐

6日  職員採用試験 (本部 )

7日  第6回MR経 営者会議 (施設長会議 )

13日  '有 3回 事務連絡会
15日  いわていきいきフラン2017説明会
23日  1載員採 lll試験 (桜デイ)

江 1'」 寿生会 新年会
2月 4日  中長期経営計画策定研修会

9日  職員採用試験
13 H MR懇 談会 (雫石エ リア)

17日  MR懇談会 (桜つつみエ リア、障害エ リア
)

第7回MR経 営者会議 (施設長会議 )

18日  MR懇談会 (ヒ ロノエ リア
)

23日  MR懇談会 (伊手エ リア
,

職員採用試験 (き くら/1郷、障害エ リアリ
福祉サー ヒス評価事業 第二者委員による事業所訪問

3月 5日  江刺寿生会予算対策会議
9日  職員採用試験 (反 町フ)郷 )

11日  職員採用試験 (き くらの郷 )

]2日  新年度採用予定者顔合わせ会
13日  第8回MR経 営者会議 (施設長会議 )

20日  ISOリ ーダー会議
21日  職員採用試験 (桜デイ )

25日  第4回社会福祉法人泊111寿 生会評議員会 。第5回 樹1会 福れL法人口I刺 /」 生会41事会
31目  職員採用試験 (桜テイ)


