
平成29年12月20日

　155第号

毎月２０日　発行

14，15，16日の3日間、開催された「はなま
る文化祭」スタッフが高校生になりきり、楽
しい雰囲気の中、昼食は文化祭の出店の
ようなオムそばやフランクフルトなどのワク
ワクメニューに舌鼓！その後は皆様にはダ
ルマ落とし、ホットケーキ＆マジックショー、
プラバン作りの3つをそれぞれ楽しんで頂き
ました。そして、文化祭といえば発表会。漫
才で爆笑の後は合唱団の歌でさわやかに
締めくくられました～！

2017年も残り僅かとなりました。今年のはなまるはいかがでしたか？あんなイベント、こんな行

事…たくさん盛り上がりました！来年も楽しいイベントを企画して、皆様に『はなまるな笑顔』を

お届けるようスタッフ一同頑張っていきます！！来年もはなまるを宜しくお願い致します。日に

日に寒さが増しておりますが、くれぐれもご自愛いただき、素敵な新年をお迎えくださいね～！

１月

29日、はなまる競馬場にて、4レースが行わ

れました。皆様には各レースに投票してい

ただき、最終的に一番所持金の多かった方

が「2代目はなまるダービーキング」となりま

した。とっても盛り上がりました～！！

お
の皆様



平成29年11月20日

　154第号

毎月２０日　発行

13日、14日、15日の3日間、はなまる
運動会を開催しました！ご利用者の
皆様は、紅組、白組に分かれて輪送り

ゲーム、パン喰い競争、綱引き、玉入
れにご参加いただき。真剣勝負！！そ
れぞれのスタッフ応援団もぞうきんが
けリレー、障害物競争、綱引き実施。さ
て、今年はどちらが優勝したのか？！
今年もけがなく盛り上がりました～！

月に一度のお楽しみ！
花萬料理長による

ランチ実演

１２月のお誕生日

の皆様

おめでとうございます

毎月１回開催されている、花萬さんによる『実演！！』。皆様、目の前でされている料理を
見て「いいにおい～！」、「早く食べたい！」などの声もたくさん聞こえてきます。目で見て、
良いにおいを嗅いで食べる前から楽しみにされています。来月の実演も楽しみですね。

スタッフが仮装をし、たくさんのゲームに
挑戦しました。皆様にもお手伝いいただ
き、大盛り上がりの１ＤＡＹでした！！

１１月に入って急に寒い日が続きますが、手洗い・うがいをして体調管理をして下
さいね。今年も残す所あとわずかとなりましたが元気にはなまるにお越し下さいね。
運動会・１ＤＡＹ企画・実演の様子をご紹介させていただきます。



平成29年10月20日

　153第号

毎月２０日　発行

季節はいよいよ、秋本番！朝晩はすっかり涼しくなり、風邪を引きやすい時期ですね。そのうち今年も、インフ
ルエンザ・ノロウイルスの声が聞こえてくるのでしょう。そんな不安をかき消すべく、今月もはなまるではたくさ
んの笑顔があふれていました～！

敬老会の3日間は、スペシャルメニュー！

はい、じゃあ

これとこれと

このへ～ん！

ん～とっ、て
わかるか～！

9月18、19、20日の3日間、敬老会を行いました。毎年恒例の敬老会ですが、やっぱり今年も大盛り上がり！まずは、謎の

2人組、「つるつるきもきもペッパーズ」が登場し、眼科医コントで爆笑ゲット！続いては、ご利用者様の若かりし頃のお写

真をテレビ画面に映してのインタビュー。その当時のニュースなども交えながら、たくさんお話していただきました。そして、

その後はお待ちかね、はなまる劇団による「水戸黄門」。悪い金貸し越後屋に追われる娘を助ける、というま～ベッタベタ

なストーリー展開。途中には、真剣な殺陣のシーンやなぜかバケツかぶり対決もあり、楽しい劇となりました。劇の後は、

おやつの時間。はなまるちゃんが刻印された紅白饅頭を食べていただきました。来年もどうぞ、お楽しみに～！！

江戸：ちっちゃい亭典太 上方：鶴家恵な志

9月22日（金）の１ＤＡＹ企画は、「はなまる寄席」。前
半は、落語、後半は大喜利の笑いに溢れるイベント
となりました。まずは落語家2人が登場し、それぞれ
15分ほどの古典落語を披露。その後は、4人加わり、
おなじみ大喜利。リズムに合わせた古今東西、しり
とりやどどいつネタなど大変盛り上がりました～！

笑いあり！！涙あり？！乞うご期待（＾ｖ＾）



平成29年9月20日

　第152号

毎月２０日　発行

9月に入り、朝晩がめっきり涼しくなってきました。秋の気配がもうそこまで来てい

るようですね。この時期、皆様体調等には十分にお気を付けて下さいね～。

では、今月もはなまるの楽しい行事やイベントの様子をご紹介したいと思います!

8月21、22、23日の3日間、

はなまる夏祭りを盛大に開催

いたしました！フロアに出店

が並び、皆様には童心にか

えって、たくさん遊んで笑って

いただきました～！

8月24日、はなまるフロアは甲子園に大変身！2チームに分か

れ本物さながらのアツい戦いが繰り広げられました。ホームラ

ンこそ出ませんでしたが、逆転の3ベースヒットが飛び出す等大

盛り上がり～！野球はやっぱり楽しいですね～！

★１０月のお誕生日の皆様★



第151号

平成29年8月20日

毎月２０日発行

夏も終わりに近づき、あと少しで秋ですね。しかし、近頃の９月は、秋と言っても

まだまだ暑さが残っていますよね～。水分補給を忘れずに、元気に残暑を乗り切

りましょう。今回も｢はなまる｣で行われたイベントや行事、皆様で楽しく、素敵な

笑顔で過ごしていただいたご様子を少しだけ紹介しま～す！！

９月のお誕生日の皆様

クラフトクラブ
たくさんの笑顔が

溢れていました（*^_^*）

歌うま王決定戦！

飴いるかぁ

７月の１DAY企画は・・・

はなまるのスタッフが珍しく（？）本気で歌い、戦

いました～！歌唱力一番スタッフは誰なの

か？？採点は、ご利用者の皆様に紅白の旗を

上げて審査して頂きました。果たして・・・

優勝賞金｢一億円｣は誰の手に！！？

しっかり聴いて

審査して頂きました♪

HIRAKATAの爺

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1502884087/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaXZpbGxpbmsubmV0L2Zzb3phaS9zb3phaS9oaW1hd2FyaTIuZ2lm/RS=%5EADBPibzwStDylHewECg7mGgm5Vh_Jc-;_ylt=A2RiouF335JZx2YAqVKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1502884087/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaXZpbGxpbmsubmV0L2Zzb3phaS9zb3phaS9oaW1hd2FyaTIuZ2lm/RS=%5EADBPibzwStDylHewECg7mGgm5Vh_Jc-;_ylt=A2RiouF335JZx2YAqVKU3uV7


第150号

平成29年7月20日

毎月２０日発行

例年に比べ、今年の梅雨は雨が少なかったように感じましたね。さて、いよいよ

夏本番！！毎日暑い日が続きますが、皆さん熱中症にはくれぐれもご注意を。

しっかり水分を摂って元気にはなまるにお越しください。今月も楽しいイベント盛

りだくさん。はなまるで大笑いして楽しい時間を過ごしましょうね。

８月のお誕生日の皆様

ウエディングイベント
初企画！！はなまるが結婚式場に大変身。三日間いろんな

カップルが登場した大笑いのイベントでした。 初ウエディングドレス♡

七夕イベント
７月といえば七夕。今年も７月６・７・８

日にはなまるでは七夕イベントが行わ

れました。今年も綺麗な織姫もいれば

オカマのような織姫がいたような・・・

彦星二人が織姫

と幸せになる為に

対決。さて、どっ

ちの彦星が織姫

と幸せになったの

か？

おやつは

和風デザートアイス



第149号

平成29年6月20日

毎月２０日発行

平成２９年６月！ついに梅雨の時期を迎えましたが・・・なかなか降らないですよ

ね。。お天気が続くのは我々にとってはありがたいことではありますが、お米やお

野菜のお値段がどうなるか??気になる所ではありますね。。

また、今年の夏も猛暑ではないかと言われております。皆様も、今のうちから水

分補給や規則正しい生活を心がけていただき、夏バテしない身体づくりをしてい

きましょう。では!!今月の『はなまる通信』はじまり、はじまり～！！

７月のお誕生日の皆様

お味噌汁作り

１３周年１ＤＡＹ企画

http://www.hanamaru-
day.com/blog/

はなまるでは、毎日皆様に喜んで、そ

して笑い疲れて帰って頂けるよう様々

な企画やゲームを準備しております。

これからも、スタッフ一同楽しんでい

ただけるよう励んで参ります！！

静電気の実験や風船の

実験。。博士と助手によ

るはちゃめちゃ科学実験

でした！

バルーンアート★

細長い風船を膨ら

まし、帽子やアクセ

サリー等を作って

みました!!!

でも、これが結構

難しいんですよね

ｗｗｗ

皆様の表情

はいつも真剣

でございます

おいしくなるように

たくさんの願いを

込めて・・・

超本格的空手道場です。

師匠と弟子による瓦割り

が大一番でしたね！

今回、開催されました１ＤＡＹ企画は

はなまる１３周年という事もあり

盛大!?に行われました!!!

皆様、大笑いして頂きましたね☆

2匹のお猿さんを伴っての猿回し！

しつけがなってなかった～！！

おめでとうございます。



第148号

平成29年5月20日

毎月２０日発行

チャーハン実演

平成２９年５月１日ではなまるは『１３周年』を迎える事ができました。こ

れもはなまるに来て頂いている皆様のおかげです。これからも感謝を忘

れずにはなまるスタッフ一同で頑張って参ります。さて、今月もイベント

盛りだくさん！！『外食ツアー』・『１ＤＡＹ』と皆さんにたくさん笑って頂き

ました！！一部ですがご紹介致します☆

６月のお誕生日の

皆様

今月は外食ツアーを行いました！！場所

は車塚公園にある「パラディッソ」美味し

いお昼ご飯を食べて頂き、天気の良い日

は外でシャボン玉や水鉄砲をしたりとの

んびり過ごして頂きました☆ クラフトクラブ

中国フェア
１DAYでは『チャーハン』を実演したり

『中国ゴマ』・『竹馬』・『酔拳』等を

披露したりと中国一色の一日を

過ごして頂きました！！
果たして成功したので

しょうか・・・！？

http://www.hanamaru-
day.com/blog/

今月は少し早いですが

梅雨を感じる
『紫陽花とカエルのマグネット』

を作りました。

皆さんとってもワイワイと

楽しく作っておられました。

スタッフの写真が貼られ

たペットボトルに真田幸

村など、武将の

兜を被せます～！

外はポカポカ陽気でとってもいい

気持ちでした！！懐かしいおも

ちゃで利用者様には童心に帰って

いただきました！

メニューは

明るい店内で頂く

ご飯は格別に美味

しかったです♪



第147号

平成29年4月20日

毎月２０日発行

４月に入り、寒いと感じる日も少なくなって日中も暖かく過ごしやすい日

が増えましたが、朝晩と気温の寒暖差がありますので、体調管理には十

分注意しましょう。今回のはなまる通信では、お花見ツアー・１DAY企画な

ど楽しいイベントの様子をお楽しみ下さい。

毎年恒例のお花見を４月１日～７日の間で

行きました。今回は藤坂ハイツ⇒松美ヶ丘

⇒枚方カントリーをドライブで廻らせて頂き

ました。桜の開花が例年よりも遅く、出発前

から「まだ咲いてないかな～」と不安な声も

聞かれていました。２日目まではつぼみも

多かったですが、３日目以降は桜も咲いて

おり、満開になっていく様子が楽しめました。

２日まではまだまだつぼ

みが多かったですが・・・
３日目以降は綺麗に咲

いて皆様喜んでいました。

特別おやつは、『イチゴのモンブラン』です。甘さも控

えめで皆様、美味しそうに召し上がられていました。

車内からゆっくりと綺麗な桜をお花

見。天気が良い日は、外で記念撮

影をしながら楽しんで頂きました。

室内では特別ゲームを行い、高得点を

狙って真剣に楽しまれていました。１番

得点が高い方には、豪華？景品をご

用意させて頂きました。

はなまる尋常小学校
はなまるが小学校に大変身！！

皆様には生徒役になって頂き、

前俵先生・菅野川先生による昔

懐かしい授業でした。少し変

わった生徒も登場し、楽しい小

学校となりました。

収穫～～

はなまるで育てていた野菜が収穫されました。はくさい

は大きく、にんじんは小粒でかわいく出来上がりました。

獲れた人参でケーキ作りをし皆様に食べて頂きました。



第146号

平成29年3月20日

毎月２０日発行

3月に入り、梅や桃の花が綺麗に咲いいるのを目にすると、すこしずつ

春の訪れを感じますね。真冬の寒さも和らぎ、桜の花が咲き誇る日が待

ち遠しい毎日です。春本番までもうひと踏ん張りですね。

皆様も体調には十分に気をつけてお過ごしください。

今回はこの4人が選ばれました。

さすが主婦チームは、手際が良くて

素早い手さばきで玉子を焼きました。

最
後
に
花
萬
の
料
理
長
の

手
際
の
良
さ
に
皆
様
も
拍
手

喝
采
で
し
た
。

玉子が焼き終わると、今度

はひよこの格好をした3人組

『ぴょこ隊」が現れ、ちょっと

したショートコントを披露して

くれました。

観て笑って食べて楽しい時

間をすごしていただけました。

優勝は主婦チームで

す！

今回の１ＤＡＹ企画は、あの伝説のテレビ番組風に、スタッフで一番玉子焼きを上手に焼

けるのは誰か?という対決を行いました。審査員には、はなまるに料理を提供して頂いて

る花萬の料理長にもおいで頂きプロの目線で判定をしていただきました。

頑張るぞ～！！

次回の１ＤＡＹ企画もお楽しみに！

はなまるでは3月1日～3日までひな祭り行事を開催いたしました。

お食事は春らしい色どりのちらし寿司を召し上がっていただき、

おやつにはスタッフ手作りの雛人形型風イチゴ大福をお出しさせ

ていただきました。

午後からのレクリエーションでは、折り紙を使って飾り作りやフォ

トフレームを作成していただきました。

その後スタッフがお雛様とお内裏様に扮

して、「投げ福笑い」をしました。皆様が投

げて頂いた顔もパーツが様々な場所につ

き、とてもユニークな顔が完成しました。 こんな顔に

なりました～。



第145号

平成29年2月20日

毎月２０日発行

皆様さすが関西人！！

手際よく具材をいれたり、

ひっくり返したりして下さ

いました♪

２月半ばを過ぎましたが、まだまだ寒い日が多いですね。日によっては暖かい日もあり、寒暖

の差があるので体調を崩しやすい季節です。風邪やインフルエンザなど体調には十分にお気

をつけ下さい。１月に開催された「１ＤＡＹ企画」や２月の行事「節分祭」などイベント盛りだく

さん！！皆様との楽しいご様子をお届け致しま～す（＾ｖ＾）

節分にまつわる話を紙芝居を中心

に時折劇を交えながら紹介させて

いただきました。その後はなかな

か帰ってくれない鬼とお福さんの

五番勝負！結果はいかに？！

なかなか帰ってくれない鬼さん。

お福さんと五番勝負する事に！！

昼食＆デザート

花萬さん特製

巻き寿司❤

スタッフお手製

❤ティラミス❤

１月２７日に開催されました。１ＤＡＹ企画！！今回

はみんな大好き❤「たこ焼き」を皆様と焼いておや

つの時間に食べました(*^^)v

担当こだわりの生地には出汁がしっかりと入ってお

り、と～っても美味しく焼きあがりました♪

たこ焼きを題材にした

コントを披露♪大爆笑と

思いきや、感動の渦を

巻き起こしました。(笑)

次回の１ＤＡＹ企画もお楽しみに！

１月から新たにクラフトクラブというレ

クレーションが加わりました！月に１

回季節ごとの飾りを作ったり、折り紙

をしたり。。。とっても楽しいレクレー

ションになっております(*^^)v是非ご参

加下さいね～♪

気になる第１回目のご様子・・・

節分の素敵な飾りを

作りました❤



１２月２８日は、もちつき大会を行いました！スタッフのみならず、ご 
利用者様にもついていただきました！フロアは「よいしょ～、よいしょ！」と 
元気な声でいっぱい。おいしく上手にできあがったおもちは、ぜんざいに
して召し上がっていただきましたよ～！！ 

生まれの皆様

 　　第144号

平成29年1月20日

 　　毎月２０日発行

お芋お姉さんによる

芋講座 開催中！！

新年平成２９年が始まり、いよいよ寒くなってきましたね。昨年末には、クリス

マス会、餅つき、感謝祭で盛り上がり一年を締めくくり、年始には毎年恒例の

初詣に行き、今年も楽しいはなまるな一年が幕を開けました～！

クリスマスといえば、

二人羽織（笑）！

でしょ？

罰ゲームの定番

ですね（笑）。

12月29日は、一年の感謝を込めて、はなまる感謝祭を開催！ものまね、ダンス、一発芸、漫才など

スタッフそれぞれが個性を出して、皆様と一緒に笑顔で1年を締めくくることができました。

そして、年が明け５日～１１日まで、百済王神社に初詣に行きました。寒い日もありましたが、参拝の後は梅

こぶ茶でほっこり。はなまる特製おみくじを引いて頂き、特大吉を引かれた方には景品をプレゼント！お正月

特別ゲームで盛り上がり、はなまるな一年が始まりました。あらためまして、今年もどうぞ、はなまるを宜しく

お願い致します！
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