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2019 年度 統括事業所大森 事業報告・決算概要 
 

 大森老人ホーム（養護老人ホーム）  
 

１ 事業運営  
（１）利用者実績等 

① 定 員  １３０名 
② 入所率  １００．１％ 
③ 入退所状況 

   ア 入 所 １１名 （在宅から６名、更生施設２名、措置替２名、シェルター１名） 
イ 退 所 １１名 （死亡６名、施設入所３名 等） 

  ④ 介護保険サービス利用状況 （令和２年３月末現在 在籍者数１３０名） 
   ア 要介護認定者  ３６名 （２７．７％）  
    イ サービス利用者 ３１名 （２３．８％） 
 
（２）苦情処理 
  ① 苦情処理件数  ０件 
 
（３）軽微事故・ヒヤリハット  ４２８件 

区分 事 項 件 数 内       容 
軽 
微 
事 
故 

266 

転倒・転落 １５５ 椅子(ベッド)に座り損ねる、歩行器の操作誤り転ぶ、

ベッドからのずり落ち、手すりに掴まり損ねて転ぶ、

居室洗面所前で滑って転ぶ、タンスの上の荷物を取ろ

うとして転ぶ、トイレマットで滑って転ぶ、電車内で

転ぶ、等 
対応ミス ３１ 食事形態の間違い、退院の食事箋連絡忘れ、等 

服薬・配薬   ５ 通所利用者の内服薬準備忘れ、等 

その他  ７５ 屋外歩行見守り対応利用者が一人で商店街を歩いてい

た、４階浴槽の湯が空になっていた、食材発注ミスで

献立が変更(委託業者)、介助浴対象者が一般浴時間に

入浴していた、食堂の椅子座面が外れかけ指を挟ん

だ、等 
 
ヒ 
ヤ 
リ 
ハ 
ッ 
ト 

162 

転倒・転落 ２８ ベッドからすり落ちそうになった、つまずき等 

対応ミス ５２ センサーの電源入れ忘れ、洗濯物を取り忘れ、等 

服薬・配薬 ２２ 自己管理薬を渡しそびれ、等 

異物混入  ４ 髪の毛、野菜に虫が混入していた等 

食事・誤嚥  １１ 汁なしの利用者に汁ものがセットされていた、等 

その他  ４５ 禁煙場所でタバコを吸おうとしていた、等 

  ・朝の申し送り時に前日のヒヤリハットを報告し、事案の内容と対応策の共有を図っている。 
・毎月開催しているリスクマネジメント委員会で、1 か月の状況と対応策を再確認・再検討し

必要な対策やヒヤリの気づきを全職員に周知している。 
 

（４）関係機関報告事故 
  なし 
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（５）感 染 症 

（インフルエンザ） 
  インフルエンザの蔓延予防対策の実施 

①手洗い・うがいの推奨 
②10/19(土）「インフルエンザ予防接種」利用者 110 名、職員 33 名受ける。 
③熱発者の居室隔離、解熱後 2 日間経過観察し隔離解除の対応を徹底した。 
  （2019.10 月～2020.3 月発熱者計 21 名） 
結果、利用者及び職員のインフルエンザ発症者はなかった。 

（ノロウイルス） 
  下痢や嘔吐症状はあったが、一過性のもので感染症の疑いはなかった。 
 
（新型コロナウイルス） 
  新型コロナウイルス拡大防止策の実施 

①2 月の全体懇談会で標準予防策（うがい、手洗い、マスク着用）を呼びかける。 
外泊者に対し 14 日間の検温と居室隔離対応、バクテクター設置する。 

②臨時緊急感染症会議を実施。職員、来所者のマスク着用の徹底、来園者への検温、

嘱託医に診療・処方依頼、ジェットタオル使用中止、クラブ活動や地域の方のラン

チ、ボランティア活動を中止する。臨時フロア懇談会を開催し利用者に周知した。 
③施設内の消毒作業開始する。担当者会議やケアマネージャーの来所を中止とした。 
④嘱託医に予防策について確認し指示仰ぐ。朝の検温開始し 37.0℃以上の方は隔離

対応、食堂での人数を減らしグループ分けする。面会禁止、新規入所受入れや退院

者は 14 日間隔離対応。病状が安定している利用者は薬のみ処方依頼し外部との接

触を防いでいる。 
     
（６） 福祉サービス第三者評価受審結果 （評価機関 サポート・ネット株式会社） 

① 契約日 2019 年 6 月 17 日   訪問調査日 2019 年 9 月 8 日 
② 全体講評 

   ○ 特に良いとされた点 
    ・地域の関係機関と施設との地域連絡会の復活を企画しているなど、今迄積み重ねてき

た地域活動の継続と進展に注力しています。 
・健康への配慮や、やりがいや生きがいを持ってもらうための活動など、利用者に最適

な自立支援が提供できる仕組みが整えられています。 
・利用者の個別支援の充実を図り、利用者にとっての安全、安心した生活を支援するた

めに職員の意識改革の向上に努めています。 
   ○さらなる改善が望まれるとされた点 

・食事委託業者との信頼関係構築に努め、新たな企画を取り入れた食事が提供されるこ

とを期待します。 
・多岐にわたり策定されてきたマニュアル類を分りやすく、利用しやすくするために、 
その整理や見直しをシステム化されることを期待します。 

・全ての職員が施設方針への理解と職員能力の底上げに努め、職員一人ひとりが主体性

を持って業務推進を行っていくことが期待されます。 
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２ 事業課題への取り組み  
重 点 事 項 結 果（取組内容、評価、今後の課題） 

（１）利用者本位の事業運営  

①  
利用者一人ひとりの状

況に応じた個別支援計

画書に基づく支援の実

施 
 
 

＜評価＞：Ａ 
 

＜取組内容＞ 
○利用者の入院で生活に変化が生じた場合や、著しい ADL 低下や認

知力低下が見られた場合には、安心安全に繋がる可能な限り自立し

た生活となるよう、居室移動検討会議(毎月定例)に提案・検討を行う

事が出来た。 
○ケース会議では各職種から専門的視点での意見を集約、その方にと

って望ましいものとなるよう、支援計画の見直しを行い利用者の現

状に即したものになるよう取り組めた。 
○利用者との関係づくりに努め、訪室及び声掛けを心がけ、顔を合わ

せる機会を増やすよう務めた。 
○介護サービスを受けている方でも、本人希望を確認しながらホーム

行事やクラブ等へ参加ができるよう調整を行った。 
 
＜今後の課題＞ 
○より適切な支援計画書の作成とその計画書に沿ったサービスの提供

ができるために、モニタリングの充実を図る。 
○利用者の思いに気付けるような「関係づくり」を大切にし、計画的

に訪室しながら生活課題をより明らかにしていく。 
○職員の経験年数によって利用者の問題・課題の抽出の違いなど見ら

れるため、研修への参加や個別支援計画勉強会を行う。 
○支援計画の策定については、計画的に実施することは不十分であっ 
た為、計画書の更新状況の把握をしながら指導していく。 

 

②  
利用者の生活自立度の

維持向上を図る支援の

推進 
 
 
 

＜評価＞：Ａ 
 

＜取組内容＞ 
○年２回の健康診断と嘱託医との連携により速やかに健康状態の的確

な把握・早期発見に努めた。 
○口腔内の清潔及び義歯調整については、訪問歯科医の指導により看

護師を中心に利用者への対応ができた。 
○介護予防として PT による介護予防教室で筋力強化を主眼とした活

動を実施。適切な福祉用具の指導を受け自立した生活支援に繋げる

ことができた。 
○食事については、「食事懇談会・食べ方倶楽部」を年２６回実施、ホ

ーム利用者３５８名、地域５７名参加された(2020 年 2 月～3 月は新

型コロナウイルス感染予防対策で中止）。利用者からは食事委託業者

が変わった事で、「以前と味が違う、対応が違う」等の食事への要望

や不満、改善などの意見が多く挙がり、給食会議にて委託業者と話し

合いの場を設けた。施設からは、「食事から摂れる水分もたくさんあ

るので熱中症対策として、１日３回の食事が大切で体調管理を行っ

てほしい。」と繰り返し伝えている。 
○自立度の高い方は、「生きがい作り活動」として梅ジュース・すいと

ん作り、おおたフェスタ(産業まつり)での豚汁用の野菜切りを行っ

た。また、おおたフェスタ当日は「ふれあいコーナー」でけん玉やじ

ゃんけんゲームの担当として参加した。 
○地域活動としては有志による小学生見守りボランティアや近隣のご

み拾いなど、自分のできることに参加できるようにした。 



96 

○スリッパ着用の禁止を促しポータブルトイレの設置や居室内の整理

など個別に環境整備を行い、自立支援と転倒防止に努めた。 
○集団生活場面については、全体懇談会を偶数月（６回）・各フロアで

の懇談会を奇数月（延べ１８回）実施した。新型コロナウイルス感

染予防対策として２月臨時フロア懇談会を開催、密にならないよう

席の配慮と時間調整を行い実施した。 
 
＜今後の課題＞ 
○介護予防の中で PT からのアドバイスを職員同士が共有し利用者の

予防により一層関われるようしていく。 
○利用者の担当職員が、特に入所したばかりの利用者には、不安を取

り除くためにも本人の興味のあるクラブに一緒に参加するなどし

て、ご本人の気持ちを聞きながら自立支援へつないでいく。 
○利用者の生活自立度に応じて、個々の力をできる事へつなげられる

よう声掛けしていく。 
 

③ 
施設生活がより活性化

する事業の実施 
 
 
 

＜評価＞：A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜取組内容＞ 
○個々の状況や意向を踏まえ、外出や買物など個別の対応を重視した。 
○「喫茶」の提供方法を見直し、安定した喫茶の提供ができたことで

居室に閉じこもりとならないよう積極的に誘い出すなど、魅力ある

プログラムの提供となった。 
○大掃除は利用者の機能低下を考慮し、隔月で居室清掃と共用部を交

互に実施。利用者同士で担当場所を分担するなど協力体制ができて

いる。 
○広報紙「ほほえみ」を毎月発行し、施設からの情報、実施行事や予定

事業、栄養・健康などを掲載し、生活にメリハリをつけられるよう

な働きかけを継続している。 
○利用者に行事への参加を目的に装飾作りに協力してもらい、行事を

盛り上げる工夫をした。 
○遠出のできない利用者の買い物ができる場として、2 か月に 1 回の

出張販売（ローソン）及び年 2 回の衣類販売を継続して行った。自

分で見て買い物をすることが利用者の楽しみにもなっている事が見

て取れた。又、日用品等についてはネットスーパーを利用し、利用

者の要望に応じることができた。 
 
＜今後の課題＞ 
○共同での作業等を好まない方もいるが、積極的に声掛けをしていく。 
○ご本人の意思を尊重し、集団・個別でのいろいろな対応をしていく

中で安心・安全なホームでの生活について利用者が気軽に相談がで

きるでき体制づくりを強化していく。 
④ 
施設の秩序維持の支援 
 

＜評価＞：B 
 

＜取り組み内容＞ 
○新規入所の方に対して、「生活のしおり」を説明することで施設の 
 決まりを周知した。 
○施設ルールを守れない方に対して、個別面談や区の担当者を交えた 
 面談を行い、指導と理解を求めた。 
 
＜今後の課題＞ 
○「生活のしおり」の見直し、更新を行う。 
○食堂、浴室等の掲示物の見直し、更新を行う。 
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⑤  
事故防止対策 
 
 

＜評価＞Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜取組内容＞ 
○転倒防止に向けて足に合った靴の着用を促し、ベッドからのずり落

ち予防のためベッド高さ調整、床センサーの設置、福祉用具の活用

を行った。 
○入浴事故の防止については、一般浴時間内は定時での浴室点検を行

い、その際浴室内(湯舟)も目視確認を行うことで定着している。また

安全のため一人入浴の禁止や名札の掲示を周知している。 
〇浴室のすべり止めテープを見直し滑り止めマットを必要な場所に設

置してより安全に入浴できている。 
 
＜今後の課題＞ 
○咄嗟の判断、行動ができるよう職員の動きを再確認して行く。 
○新人職員に向けた事故防止に必要な勉強会を行う。 
  

⑥ 
環境整備 
 

＜評価＞：B 
 

＜取り組み＞ 
○感染症や事故の防止のため、居室内の環境整備を個人や懇談会の中

で伝えた。大掃除での居室内点検において避難時の動線が確保され

ていない方は、担当職員が一緒に居室整理を行った。 
 
＜今後の課題＞ 
○室内の整理整頓ができない利用者が増えている。有事に必要な空間 
を保てるよう職員による確認と指導が必要。 

 
⑦  
事業運営に関する評

価、意見の把握と反映 
 
 

＜評価＞：Ｂ 
 
 
 
 
 
 

＜取組内容＞ 
○利用者全体懇談会で、各セクションから情報提供を行い、安定した

施設生活を目指してきた。又、フロア懇談会、食事懇談会では、利用

者の意見を身近で聞くことができた。 
○選択食や外出支援、食事会、バイキング（年３回）、喫茶などは、利

用者の選択を尊重して実施できた。 
○感染症対策（手洗い・うがい励行・マスク着用）のお知らせなど繰り

返し行い早期対応ができ大きな感染にはならなかった。 
○第三者評価を受審し、利用者の意見も聞き、改善を行った。 
 
＜今後の課題＞ 
○第三者評価での利用者の意見に対しても、真摯に対応していくこと

とし、今後も職員への信頼感が保てるよう努力する。 
○楽しみである食事の場など通して、日常聞かれる要望などの把握と

対応を徹底する。 

（２）地域社会に貢献できる事業運営 

① 
地域社会とのきめの細

かい関係作りの推進 
 
 

＜評価＞：Ａ 
 
 

＜取組内容＞ 
○地域高齢者などとの関わりを通して地域との関係づくりに努力し、

良好な関係での交流の継続に努めた。 
・「ホームでランチ」を継続実施、地域高齢者への食事提供を年６２回

計１０５１名の方に出来た。 
・パソコン教室をはじめとしたクラブ活動や行事への地域の方々が参    

加している。 
・大森第五小学校との交流会の開催及び高校生との交流を実施してい
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る。 
・大森第五小学校の行事への参加やホームを利用しての活動が増えて

きている。 
・児童館学童を招待しての映画会の開催（２回）した。 
・クラブ活動講師や喫茶の手伝い、外出支援行事などへの参加など活

動の幅が広がってきている。 
・「ボランティアパトロール」と称して、小学校登校日に希望の利用者

を募り利用者主体で登校時の見守りを継続している。２０１９年度

は新たな利用者も参加され年間を通して実施、子供たちの成長を見

ることが出来た。 
・おおたフェスティバルへ出店参加（１日）を行った。 
・夜店フェスティバル（近隣商店街イベント）へ出店参加を行った。 
・見守り訓練に大森本町在宅サービスセンターと一緒に参加した。 
・ホームに来所する地域の方で、状態(様子)に変化が見られる方につい 
 ては包括支援センターに報告している。 
・ボランティアの協力の基、安定した「喫茶」の提供ができた。 
・新規ボランティア希望者に対して、細かな聞き取りを行い目標に近 
 い活動提案をしている。 
 
＜今後の課題＞ 
○地域交流事業全体の検証を行い、更なる発展を目指す 
○ボランティアの受け入れ体制の整備。 

 
② 
関係機関との連携を強

化し、地域ニーズに対

応する協力関係の構築

に努める。 
 
 

＜評価＞：A 

＜取組内容＞ 
○介護サービスの円滑な利用のため、利用者の担当者会議に参加し、

福祉用具の使用状況などケアマネジャーやサービス提供事業者との

連絡調整を都度行なった。 
○介護保険関連の事業者との懇談会を開催し、施設の現状を理解して

もらう取り組みを行った。 
○課題解決に向け、実施機関と密接な関係を持ち入退所や問題解決に

向けた調整を行った。 
○大田区内の養護老人ホームと協賛で、区内の地域包括支援センター

職員との懇談会を実施した。 
 
＜今後の課題＞ 
○地域理解を更に深めるために地域包括支援センターや居宅介護支援

事業所などとの交流を実施する。 

③ 
地域交流、支援強化の

具体的な検討 
 

＜評価＞：C 
  
 

＜取り組み内容＞ 
○年度当初、地域に施設を知ってもらうための「施設内バザー」や「区

内他法人との交流」を予定していたが、実施することができなかった。 
 
＜今後の課題＞ 
○実施計画を具体的に計画し実現に向け努力する。 
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（３）事業を支える安定した経営 

① 
効率的な施設運営と必

要経費の積立 
 

＜評価＞：Ａ 
 
 

＜取組内容＞ 
○実施機関との情報交換を密にし、要措置対象者の状況把握を行い入

所につなげた。 
○緊急ショートの依頼に出来る限り対応し、受け入れを行った。 
 
＜今後の課題＞ 
○経年劣化した設備・備品を、優先順位や必要性の検討・見直しを行

いながら計画的に更新する。 
○東京都との修繕関係事項の追加予算協議を継続して行い、老朽化し

た設備の改修・更新を推進する。 
 

（４）職員の育成 

① 
計画的な職員育成指導

の強化 
＜評価＞：B 

 
 

＜取組内容＞ 
○自己申告等の個別面接を通じて具体的な目標とその実現に向けた指 
導を行った。 

○４月採用新任職員の OJT の取り組みを年間通して実施出来た。 
 
＜今後の課題＞ 
○離職者が生じないよう一層コミュニケーションを図る。 
○非常勤職員に向けた面談と技術習熟度を把握し底上げを図る。 
 

② 
体系的な職員研修の計

画と実施 
 

＜評価＞：B 
 

＜取組内容＞ 
○研修参加のため年間計画書を作成、職員個人に必要と思われる研修 
 に参加した。 
 
＜今後の課題＞ 
○資格取得促進に向けた取り組み。 
 

（５）リスクマネジメント 

① 
危機管理意識・知識の

組織内浸透と職員の実

践力の強化 
 
   ＜評価＞：A 
 

＜取組内容＞ 
○非常食の見直しを行い１０年間保存可能な保存食を取り入れた。 
○令和２年２月より新型コロナウイルス感染予防取り組みに向けた、

「感染症会議」を繰り返し開催した。嘱託医と協議しながら防止対策、 
情勢を見ながら対策を講じている。 

○リスクマネジメント委員会を毎月１回開催している。 
○集計したヒヤリハット報告書(前月分)は、事前に職員全員に配布する

ことで、委員会では改善策について意見が多く出るようになった。 
 
＜今後の課題＞ 
○様々な新型コロナウイルス感染予防対策を講じているが、職員負担 
に偏りが見られるため、すべての職員が感染予防の意識を持ち取り 
組む必要がある。 

 
評価の目安 Ａ：目標の 80％位の成果をあげた 

Ｂ：目標の 80～50％ぐらいの成果しかあげられなかった。 
        Ｃ：目標の 50％以下ないし実施しなかった。 
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地域交流活動 

継続的に実施している地域高齢者食事サービス（ホーム DE ランチ）及びクラブ活動は除く。 

 

年月日      項目      内容 参加状況 

R1.7.9 
大森第五小学校 6年生 
高齢者学習① オリエンテ
ーション（小学校にて） 

高齢者体験をして「福祉」「高齢
者」についての学習を行う。 

小学生 54名 
教職員 ２名 

R1.7.19 
子ども映画会① 近隣児童館・保育園を招いて 

映画会の開催。 
「インクルティブファミリー」 

児童館 70 名 
利用者 2名 

R1.8.1 
美原夜店フェスティバル（近
隣の美原通り） 

綿菓子２台を出店。 綿菓子 335 本 
職員 6 名 

R1.10.9～ 
R1.10.11 

中学校職場体験 
(大田区立大森第二中学校) 

高齢者体験学習や喫茶やクラブ
活動の支援を体験する。 

中学生 2 名 

R1.10.23 
美原高校生による 
パネルシアター 

福祉部の高校生によるパネルシ
アター・ハンドベル 

高校生 10 名 
利用者 19 名 
職員  1 名 

R1.10.30 
児童館祭り 
（大森本町児童館にて） 

児童館にてお店の一つとして綿
菓子の提供。 

綿菓子 150 本 
職員 2名 

R1.11.2.3 

大田フェスタ 
(区民フェスティバル) 

綿菓子、とん汁、バザー等出店 
バザー、とん汁準備から利用者も
参加している。 

利用者 6 名 
職員  12 名 

R1.11.10 

こども食堂主催のイベント 
(気まぐれ八百屋 だんだん) 

綿菓子・ポップコーンの提供 
 

職員 1名 
ボラ２名 

R1.12. 4. 
大森第五小学校 6年生 
高齢者学習②（小学校にて） 

前回の振り返りと 
認知症サポート講座 
（包括支援センターと協賛） 

小学生 54 名 
教職員 2名 

R1.12.15 

ガールスカウト交流会 
（ガール主催） 

ゲームや歌を通しての交流 ガール 26 名 
利用者 43 名 
職員  ４名 

R1.12.19 

美原保育園 踊りや歌の発表を通しての交流 園児  10 名 
利用者 20 名 
職員  2 名 

R1.12.25 
子ども映画会② 近隣児童館・保育園を招いて 

映画会の開催。「アラジン」 
児童館 39 名 
利用者   13 名 

R2.1.29 
大森第五小学校学芸会  
(小学校にて)     

小学生による発表 利用者  5 名 
職員   1 名 

R2.2.12～ 
R2.14 

中学校職場体験 
(大田区立大森東) 

高齢者体験学習や喫茶やクラブ
活動の支援を体験する。 

中学生 2名 

R2.3.10 

大森第五小学校6 年生交流会
（老人ホームにて） 

綿菓子交流と昔の歌を皆で歌う 
 
※新型コロナウィルスの影響で中止 

 

R2.3.27 

子ども映画会③ 近隣児童館・保育園を招いて 
映画会の開催。 
※新型コロナウィルスの影響で中止 
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地域貢献活動 

 

 

 

年月日      項目       内容 参加状況 

年間 

こども SOS の家 登録 
(大田区・大田区教育委員会) 
大森第五小学校 

平成 26 年度から～ 
子供たちが危険にさらされそうな
ときに逃げ込める場所。 
大森第五小の安全マップに追加。 

継続中 

年間 

大森第五小学校         
ベルマーク集めに参加 

平成 26 年度～         
利用者にも協力して頂きながら収
集。毎年７月頃に学校に持ち込ん
でいる 

継続中 

年間 

ペットボトルキャップ回収 
(アルファ・ジャパンエコキャッ
プ事務局に回収依頼) 

平成 26 年度 6 月～ 
※１キロ５円が２円に低下。 
昨年以上の回収になるも、ワクチン貢献
数が減っている。 

５０㌔分回収 
ワクチン 

５名分 

年間 

ボ ラ ン テ ィ ア パ ト ロ ー ル  
（小学生の登校見守り隊） 

平成 28 年 7 月～ 
大森第五小学生の見守りに加え、
保育園児・高校生・都営住宅住民。 
7:45～8:30 目安 
※令和 2 年 3 月は新型コロナウィ

ルスの影響で中止。 

利用者 
5～6 名参加 

年間 
177 日 

利用者 
７２３名 

年間 

クリーンアップ 
（地域ゴミ拾い） 

平成 28 年 7 月より開始。 
ホームの近隣のゴミ拾い活動。 
 

利用者 
9 名 

３日間 
２７名 

年間 

ゴミ捨て隊 
（包括支援センター平和島と協同） 

平成 28 年 12 月より開始。 
さわやかサポート平和島が依頼を
受けた都営住宅の高齢者対象。 
ホームと包括と分担して活動。 
 

毎週水曜日 
49 日 
職員 

80 名 
(合計数) 

年間 

つながれ ひろがれ  
ちいきの輪 in TOKYO 
 

平成 29 年度より参加。 
東京都社会福祉協議会主催。 
ホームでは、近隣の小中学校での
高齢者体験の場の提供を掲載。 

継続中 

R1.8.8 
 

大森第五小学校 
夏休みわくわくスクール 

夏休み中の小学生にいろいろな経
験をしてもらう地域活動。 
ホームでは講師を招いてスポーツ
チャンバラの体験を提供。 

低学年 
7 名 

高学年 
10 名 
 

 
R1.8.23 

 
 

大森第五小学校 
夏休みわくわくスクール 

夏休み中の小学生にいろいろな経
験をしてもらう地域活動。 
ホームではリサイクル工作（牛乳
パックを使ってはがきづくり）を
提供。 

低学年 
9 名 

高学年 
11 名 

 
 
 

R1.9.5 
 
 

ICLC 東京日本語学校 最近、開校した日本語学校の学生
との交流。 
留学生の国の紹介や、日本の歌を
一緒に歌い交流深めた。 

利用者  
12 名 

職員 
３名 

 
R1.9.12 

 
 

ICLC 東京日本語学校 最近、開校した日本語学校の学生
との交流。 
留学生の国の紹介や、日本の歌を
一緒に歌い交流深めた。 

利用者  
17 名 

職員    
３名 


