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事 業 実 績
１ 基 本 方 針
要介護状態の心身の特性を踏まえて、そのご利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、さらに
ご利用者様の社会的孤立感の解消および心身機能の維持、ならびにご家族様の身体的、精神的負担の軽減を軽減を図るために、必要な日常生活上の支援及
びその他の必要な援助を行います。

２ 運 営 方 針

人数

「思いやり」と「感謝（おかげさま）の心」を持って、ご利用者様、ご家族様及び、私たち職員が幸せを感じることができる施設つくりを目指します。
(1) 通所介護計画に基づくサービスの提供 （２） 生活相談 （３） 食事サービス （４） 入浴サービス （５）送迎サービス （６） 機能訓練 （７）健康管理
（８）満足度調査・嗜好調査・食事アンケート （９） 営業活動

３ 主な事業内容
（１）施設整備事業

（１）施設整備計画
足湯倉庫改修 他

（２）事業活動

（２）事業活動
・関金ライングル地域交流祭り
・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ ・レクレーション・元気体操 ・脳トレ体操
・薬膳料理の活用 ・関金温泉活用
・嗜好調査・満足度調査

４ 安全管理・衛生
管理

・衛生管理・衛生教育を行い感染症予防の周知徹底を図る。
・設備・備品の安全点検、管理を行う。
・ヒヤリハットの実践と改善による事故防止に努める。

６７６千円

（１）施設整備実績
足湯倉庫改修 他

６６９千円

（２）事業活動
・第6回関金ライングル地域交流祭りを関金健康増進センターにて開催し、
倉吉農業高校太鼓部を始め各ボランティアに参加いただき、交流を深めた。
・健康体操、脳トレワーク、選択アクティビティ、リズム体操などを取り入れ
目的を持っていただきながら活動性の向上、残存機能の維持に努めた。
・毎月2回テーマに添ったメニューを作成し提供した。
・ラジューム温泉を活用し歩行浴を行い介護予防に努めた。
・嗜好調査、満足度調査を行い、集計し提示した。
・年2回感染症対策研修を行い対応の仕方など研修を行った。
・新型コロナウイルスの対応について都度状況に応じた対応ができるよう
共有しご利用者、ご家族様に説明、声掛けを行い予防に努めた。
・健康診断や予防接種を実施し健康管理を励行し感染予防に努めた。
・ご利用者様へも予防接種の声掛け、うがい、手洗い、消毒の励行を行い
健康状態の観察を行いながら感染予防に努めた。
・毎月備品、設備点検を行い、不備があった場合は早急に対応し安全に
使用できるよう対応した。

・終礼時ヒヤリハットの実践を行いサービス向上委員会にて対策等検討し
職員会で共有し意識付けと事故防止に繋げることができた。
５ 防災・火災、救助 ・消火設備の定期点検を励行する。
・防火防災の避難訓練を年2回実施する。
体制
・避難場所、避難経路を把握する。
・非常災害対応マニュアルにそって研修を行う。

・防火用設備（自動通報装置・水道連結型スプリンクラー含）の点検を年
2回実施（6/14・12/10）した。
・年2避難、通報訓練を実施した、1回目は日勤帯での火災を想定 6/14
・2回目は夜間の火災を想定し、夜勤者の通報、避難の訓練を行う2/12
・非常災害研修をマニュアルに沿って行い災害意識の徹底や避難場所
避難経路、職員緊急連絡網の確認を行った。
・消火器の使用期限が終了に近付いたため４基の交換を行った。

６ 職員の資質の向 ・外部研修に参加する
上と研修
・法人内研修に参加する
・施設内OJC,職場研修の実地する
・職員の資格取得のための取組を行う

・外部研修
・食中毒研修会・中堅職員研修・苦情解決研修会・高齢者虐待研修会
・感染症予防対策研修会・認知症研修・高齢者と楽しむレクレーション
・介護専門職研修-（移乗）（記録の書き方）（ポジショニング）
・法人内研修
新人研修・中間職員研修・管理職研修・事務研修・デイサービス会議
高齢者部会（事例研究発表会、デイサービス会議、施設長会議）
・職員研修、毎月職員会時にマニュアルに沿った研修を行った。
（接遇・守秘義務倫理規定・感染症予防対策・食中毒予防対策・苦情相談
解決・非常事態発生時対応、要援護者受け入れ・送迎サービス
介護事故防止、身体拘束・認知症ケア・介護基礎技術・緊急時対応
・関金つつじ温泉祭り【関所ゲーム：キャッチザタオル】
・御幸行列、神輿（男性職員地区の神輿担ぎに参加した）
・関金ライングル地域交流祭り
（ご家族様、地域の方、倉吉農業高校太鼓部、ボランティア参加）
・関金文化祭（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸの作品を展示）
・コスモスの種蒔、摘み取りを関金保育園園児と関金3施設合同で行った。
・金谷地区のどんど祭りに参加
・ボランティア・・喜々の会・光佳流・関金民謡クラブ・倉吉農業高校
・鴨川中学校・関金小学校・関金保育園、関金児童館、西倉吉保育園
・かもがわ包括より絵本教室の依頼あり、関金小学校5年生と認知症に
ついての学習会を行った。
・広報誌、3部/年発行 7月、12月、3月
・お知らせ、毎月発行

７ 各種団体との連 ・地域の保育園、小学校、児童館、中学校、法人内保育園との交流
・地域の行事等に積極的に参加
携と地域交流
・かもがわ包括と連携を行い予防教室に参加し地域貢献を行う
・地域資源を活用し活性化に協力しながら交流を進める

施設名： 関金ラジュームデイサービスセンター
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行事実績

平成31年
4月

・5～８花見外出【健康増進センター】・16～２０外食ツアー
【かっぱ寿司】・１０、１１おやつ作り【抹茶あん巻き】・23誕生
・花見外出・外食ツアー・誕生会・おやつ作り・カラオケ・ビ
会 ・14関金つつじ祭り見学 ・１３，２８薬膳料理【ストレス解
ンゴゲーム・関金つつじ祭り・薬膳料理
消メニュー】・28外出倉吉博物館【金澤翔子展】随時 カラオ
ケ・ビンゴゲーム

令和元年
5月

・17川辺の昼食会 ・18～23外食ツアー【薬膳料理犬挟】・１
・川辺の昼食会 ・外食ツアー ・春季運動会 ・誕生会 ・ ２，１３おやつ作り【柏餅】・8誕生会 ・16西倉吉保育園交流
・１０，２５
おやつつくり ・黄色いコスモス種植・関金児童センター交 ・6,7春季運動会・25関金小学校運動会見学
流・カラオケ、ビンゴゲーム・西倉吉保育園交流・薬膳料理 薬膳料理【疲労回復メニュー】・ 随時カラオケ、ビンゴゲー
ム,

6月

・5,6パワースポット巡りＩＮ神崎神社 ・11,12蒜山外出【風の
・牡丹鑑賞外出 ・蒜山外出 ・おやつ作り ・外食ツアー 家】 ・12,13おやつ作り【ちまき】 ・18-22外食ツアー【北前
・誕生会 ・カラオケ、ビンゴゲーム ・お楽しみ会・関金保 舩そば街道】・２３関金児童館交流 ・１4誕生会 ・8,16薬膳
料理【免疫力アップメニュー】・4音楽健康体操【第一興商レ
育園交流・薬膳料理
クリエーション）随時・7コスモス種まき（関金3施設合同）・15

7月

・7七夕会【そうめん流し】・10～14外食ツアー【ねばりっこ】
・外食ツアー ・おやつ作り ・誕生会 ・カラオケ、ビンゴ ・19,20おやつ作り【ラジュームポンチ】 ・2誕生会 ・１7西倉
吉保育園交流 ・１９紅白歌合戦・1,16薬膳料理【だるさ改善
ゲーム・お楽しみ会・西倉吉保育園交流・薬膳料理
メニュー】・23 お楽しみ会 ・随時 カラオケ、ビンゴゲーム

8月

・夏祭り ・外食ツアー・シーサイドドライブ ・お楽しみ会
・おやつ作り ・誕生会 ・カラオケ、ビンゴゲーム ・保育
園交流会・薬膳料理

9月

・22敬老祝賀会【喜々の会】 ・15御幸行列、神輿 ・17～21
・敬老祝賀会 ・御幸行列 ・外食ツアー・おやつ作り ・西
外食ツアー【カッパ寿司】 ・１１，１４おやつ作り【お月見団
倉吉保育園交流・鴨川中学校運動会見学・関金ライング
子】 ・24西倉吉保育園交流・5誕生会 ・9五輪供養・7鴨川
ル祭り・誕生会 ・カラオケ、ビンゴゲーム ・お楽しみ会・
中学校運動会見学・3,25薬膳料理【疲労回復メニュー】・随
五輪供養
時 カラオケ、ビンゴゲーム

10月

紅葉外出 ・外食ツアー ・おやつ作り ・誕生会 ・ハロー
ウィン仮装パーティー ・秋季運動会 ・カラオケ、ビンゴ
ゲーム ・保育園交流会・関金小学校生活発表会見学・関
金3施設地域交流祭り

・１4～20外食ツアー【蒜山家きんべえ】 ・9,10おやつ作り
【ホットケーキ】 ・21誕生会 ・4,5秋季運動会 ・31ハローウ
イン仮装パーテイー【関金保育園】 ・26関金ライングル交流
祭り【健康増進センター】・2関金文化祭 ・8秋の遠足【花回
廊】・12,20薬膳料理【乾燥予防メニュー】 ・・随時 カラオケ、
ビンゴゲーム

11月

関金市民文化祭 ・焼き芋大会 ・外食ツアー ・サング
リーン作品展 ・おやつ作り ・誕生会 ・カラオケ、ビンゴ
ゲーム ・福祉の里文化祭 ・薬膳料理・鴨川中学校文化
祭見学

・21焼き芋大会 ・10～15外食ツアー【薬膳料理犬挟】 ・４
関金文化祭見学・16サングリーン作品展【作品出展】 ・3,5
おやつ作り【ベビーカステラ】 ・6誕生会 ・9福祉の里合同
文化祭【作品出展】 ・8紅葉外出【奥津湖】・18西倉吉保育
園交流 ・4,19薬膳料理【免疫力を高める】・絵本教室と施設
交流【関金小学校】 ・随時 カラオケ、ビンゴゲーム

12月

・7開設記念日【光佳流】 ・27餅つき ・29,30忘年会 ・25ク
・開設記念日 ・外食ツアー・餅つき ・忘年会 ・クリスマス
リスマス会・12誕生会 ・4～6作品作り【リース 】・16,17おや
会 ・誕生会 ・作品つくり ・おやつ作り ・関金保育園交
つ作り【カップケーキ】 ・1～6外食ツアー【わさびの家】11,26
流・カラオケ、ビンゴゲーム・薬膳料理
薬膳料理【免疫力の強化】・随時 カラオケ、ビンゴゲーム

・5夏祭り【屋台村】・18～24外食ツアー【ワサビの家】・3,8
シーサイドドライブ【泊港から東郷湖周辺】・9お楽しみ会
【ゲームで元気】・13,14おやつ作り【フレンチトースト】・25誕
生会 ・11,31薬膳料理【夏を乗り切ろう】・随時カラオケ、ビン
ゴゲーム

・8新年祝賀会・30新年茶会【杉山様他5名】・14とんど祭り
・とんど祭り ・おやつ作り ・初詣 ・誕生会
・18,19おやつ作り【スコーン】 ・3～6初詣【出雲大社倉吉分
令和２年 新年祝賀会
・カラオケ、ビンゴゲーム ・西倉吉保育園交流 ・薬膳料
院】 ・16誕生会 ・12,27薬膳料理【寒い冬を元気に過ごそ
1月
理
う】・随時 カラオケ、ビンゴゲーム

2月

・2,3節分 ・11,12冬季運動会 ・7,8おやつ作り【なんでも餃
・節分 ・冬季運動会 ・お楽しみ会・薬膳料理・おやつ作り 子】 ・15誕生会 ・14ラジュームバレンタイン・27お楽しみ会
【脳トレ大会】 ・4,19薬膳料理【美肌メニュー】 ・随時 カラオ
・誕生会 ・バレンタイン ・カラオケ、ビンゴゲーム
ケ、ビンゴゲーム

3月

・ひな祭り・三園合同音楽会 ・芸能祭り ・外食ツアー ・
おやつ作り ・誕生会 ・西倉吉保育園交流・関金芸能祭
り・カラオケ、ビンゴゲーム

・11出張幸寿司 ・２５，２６おやつ作り【桜餅・抹茶餅】 ・
14誕生会 ・3ひな祭り【ひな祭りクイズ】 ・２，３ひな祭り ・
13,26薬膳料理【体調を整えましょう】・３０お楽しみ会【紅白
歌合戦】 ・随時 カラオケ、ビンゴゲーム

