
平成30年12月20日

　第167号

毎月20日　発行

2018年も残り少なくなりました。今年のはなまるはいかがでしたでしょうか？

様々なイベントや行事…たくさん盛り上がりました！2019年も楽しいイベントを企画し、皆様に

『はなまるな一日』を一日でも多くお届けでき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風邪などひきやすい時期になっておりま

すが、くれぐれもご自愛いただき、皆様にとって素敵な新年をお迎えください！

★11月の1DAY企画

★皆さんとても真剣に予想され、スタッフも必死に戦い抜きました！！

●女性スタッフは。。。こよりを使用しクシャミを三回するなど。。。
●男性スタッフは。。。身体をはったレースを！！

11月20日はスタッフが馬に
なり様々なレーズに出場し
皆様に順位を予想してもら
い競いました！！スタッフ
も皆さんも楽しめた一日に

くしゃみなんて
でませ～ん！！

はなまる特製のお金です！

1月 お誕生日の皆
お誕生日おめでとうございます！！

すき焼き

★ドーナツ作り★

１２月５日に初の「ドーナツ作り」に皆さんと
スタッフで挑戦して頂きました！！

生地にはチョコレートをかけてトッピング♪
とても可愛く美味しく出来ました☆彡



平成30年11月20日

　第166号

毎月20日　発行

11月に入り、急激に気温が下がって来ましたね。今年もまた、インフルエンザが流行り始めます
(+o+)皆さま、手洗い・うがいをしっかりとして体調には十分お気をつけくださいね。さて、今月も、
はなまるでは色々な行事が行われました。毎月恒例の１DAY企画や、喫茶ツアー！様々な企
画で季節感をたっぷり味わっていただきました。今月も『はなまる通信』を通して皆さんのご様
子をご紹介いたしますね。では、ご覧あれ～～～！！

秋と言えば・・・・紅葉！ですよね♪

と言う事で、喫茶ツアーを開催いたし

ました。毎日、数名ずつ車に乗って

綺麗に色づいた紅葉を見に行きまし

て、そして、と～～っても美味しい「れ

んげそう」さんのケーキを頂いてきま

したよ～（*^_^*）
はなまるに残った皆様は、豪華賞品

がGET出来るレクリエーションに奮闘

されましたぁ(@^^)/~~~

今回の１DAY企画は・・・

『詐欺被害にあわない

ための勉強会』
元詐欺師の悪田鷺男（あくださ

ぎお）さんが色々な詐欺をご紹

介。はなまるらしく楽しく笑って、

とても勉強になる企画でした。



平成30年10月20日

　第165号

毎月20日　発行

10月に入り、朝晩がさらに涼しくなって来ましたね。そろそろ冬支度？？でも、まだ少し早いよう
な感じもしますね。。。さてさて、9月～10月にかけてのはなまる恒例の行事は、運動会と敬老
会！今年も様々な企画やサプライズをご準備させていただきました。今月も『はなまる通信』を
通して皆さんのご様子を掲載させていただきま～～す！！

9月の3日間、敬老会を行いました。芸人たちの漫才やコントで笑ってい

今年もやって参りました！

秋と言えば、はなまる大運動会!!
綱引きや玉入れ、新競技の風船

送りやパン喰い競争！連日、白熱

した戦いがおこなわれました!!!
ふだんは見られない、みなさまの

真剣なまなざしとパワーに圧倒

された3日間でした!!!
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第163号

平成30年8月20日

毎月20日発行

まだまだ暑い日が続きね。最近では9月に入っても暑い日が続くようになっています。熱中症・夏

かぜなどには十分注意し、暑さに負けないようはなまるでおもいっきり笑って、元気に夏を乗り切

りましょう。今月もはなまるな行事・イベントをご紹介させていただきます。

★今月の1DAY企画は…はなまる夕涼み会

7月18日（水）は、夕涼み会を行いました。お昼はラン

チ実演による「ハモの骨切り」にわたがし、午後からは、

謎の自称花火師による花火や祭りの解説とよさこい南

中ソーラン節の踊り、大画面での花火観賞にかき氷と盛

り沢山の1日となりました～！！

毎年恒例の七夕まつりを開催し、面白
おかしな劇・織姫と偽織姫の対決あり
と楽しい内容でお届けさせていただき
ました。その後は七夕クイズで正解し

いつもパン・おやつを作る工程を熱
心にして下さっています。得意な方、
不得意な方がいらっしゃいますが皆



第162号

平成30年7月20日

毎月20日発行

★今月の1DAY企画は…

第5回はなまる大喜利

6月29日（金）、大好評の「はなまる大喜利」を

開催しました！第5回となる今回は、まず漫談で「綾小

路きもまろ」が登場。オネエ＋毒舌＋あるあるという笑

いの方程式で会場を沸かせ、その後の大喜利では司

会を務めました。5人の噺家を迎え、古今東西、あいう

えお作文やお絵かき問題などに珍解答が続出。皆さん、

大笑いでした。最後は座布団数1位の福さんが何故か

罰ゲーム。クリームまみれになったのでした～！！

いよいよ夏本番！！毎日暑い日が続きますが、体調の方は崩されていませんか？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。さて、 月と

言えばジューンブライドと言う事で、結婚披露宴イベントを行い、梅雨のジメジメした暑さを忘れ

るくらい盛り上がりました～。今年の夏も、はなまるでたくさん笑って夏を乗り越えて行きましょう。

月のお誕生日の皆様
お誕生日おめでとうございます

今年もはなまるで採れた夏野菜で、
ピザ作りをしましたよ～。新鮮な野
菜なので、とてもおいしくできまし
たよ。



  

第161号

平成30年6月20日

毎月20日発行

お誕生日おめでとうございます。

梅雨の季節に入り、また気温の差が激しい時期ですが、体調を崩さぬよう

お気をつけ下さい。さてこんな今日この頃ではありますが、はなまるでは皆

様に楽しんでいただく沢山のイベントをご用意しております！！今回は、前

回のはなまる通信でも掲載させていただきました「お寿司ツアー」後編のご

紹介と、５月に開催致しました１ 企画をご紹介いたしますね！

お寿司はもちろん大好

評でしたが、茶碗蒸しも

大好評でした！！

５月に開催致しました、１ 企画は「岡山フェア—」久々のご当地フェア—を開催致しまし

た！でもなんで岡山？？？それは、スタッフのお母様が、岡山出身だからです！！ 笑

そんな理由でも開催しちゃうのが１ 企画なのです！！まずは皆様ときびだんご作りをし、

そして岡山の名所や方言をご紹介し、その後は「桃太郎」の劇をしました！！ひと味違う、は

なまるオリジナルの桃太郎は皆様お腹を抱えて笑って下さっていました

まずは３時のおやつに食べる、き

びだんご作りから開始！！皆様頑

張ってこねて下さっていました！

岡山の名所などをご紹介！！

桃太郎が桃太郎の紹介をしてい

ます 笑

そしてはなまる劇団！「桃太郎」の始まりはじまり～！！

この劇にはキジや犬は出てこず、浦島太郎や金太郎が出てくるのです！！(笑)
この３人が力を合わせて、悪さをしていると思われる鬼の退治へ出かけるのですが・・・

なんと！！村で悪さをしていたのは間抜けなサルだったのです！！

次回の１ 企画もお楽しみに ／



第160号

平成30年5月20日

毎月20日発行

はなまるお寿司ツアー

平成１６年５月１日、 「はなまるデイサービス」 が誕生し、はや14年という月日が経ちました!!

改めまして、いつも「 はなまるデイサービス 」を、御利用頂きまして誠に有難うございます。

この1４年間は長いようで短く。皆様と楽しく過ごす事が出来、本当に充実した日々でありました。

このように 「はなまるデイサービス」 が育ってこれたのも、皆々様の温かいお言葉や、元気な姿

そして素敵な笑顔★によってここまで支えられ、頑張ってこれたのだと実感しております。

まだまだ未熟ではありますが、 「はなまるデイサービス」 スタッフ一同、皆様にたくさんの笑顔で

楽しく過ごして頂けるよう、はなまるらしさを大切に頑張ってパワーアップしていきたいと思ってお

ります！！これからも、はなまるデイサービスと末永くお付き合いのほど、よろしくお願い致しま

す・・・♪

去年の１DAY企画で「はなまる尋常小学

校～授業編～」を開催致しましたが、今

回はその「放課後編」を開催致しました

(^O^)皆様が懐かしむような遊びをご用意

しましたよ～♪♪

仲直りした後は

皆で仲良くゲーム❤

5月14日～１８日

２１日～２５日の

計１０日間でくら寿司ツ

アーを開催中です！！

まだまだ前半戦ですが、

沢山よいお写真が撮れ

たのでご紹介いたしま

すね（*^_^*）

平成16年5月1日、 「はなまるデイサービス」 が誕生し、はや14年という月日が経ちました!!

改めまして、いつも「 はなまるデイサービス 」を、御利用頂きまして誠に有難うございます。

この14年間は長いようで短く、皆様と楽しく過ごす事が出来、本当に充実した日々でした。

このように 「はなまるデイサービス」 が育ってこれたのも、皆々様の温かいお言葉や、元気な

姿そして素敵な笑顔★によってここまで支えられ、頑張ってこれたのだと実感しております。

まだまだ未熟ではありますが、 「はなまるデイサービス」 スタッフ一同、皆様にたくさんの笑

顔で楽しく過ごして頂けるよう、はなまるらしさを大切に頑張ってパワーアップして参ります！

これからも、はなまるデイサービスと末永くお付き合いのほど、よろしくお願い致します♪

去年の１DAY企画で「はなまる尋常小学

校～授業編～」を開催致しましたが、今

回はその「放課後編」を開催致しました

(^O^)皆様が懐かしむような遊びをご用意

しましたよ～♪♪

仲直りした後は

皆で仲良くゲーム❤

優勝された方

に、手作りプラ

バンプレゼン

ト！！

びょ～んびょ～ん



第159号

平成30年4月20日

毎月20日発行

桜も散り、ハナミズキが綺麗に咲き、少し汗ばむ季節になってきました。

朝と晩はまだまだ寒い日もあり、寒暖差から体調を崩しやすく風邪などひ

かないように気をつけて下さいね。今回の「はなまる通信」は、はなまる

キャバレーとお花見の様子を紹介しようと思います！！

はなまるキャバレー❤❤
3月23日（金）、はなまるフロアはキャバレーに大変身！

昔懐かしいキャバレースタイルで、スタッフたちが

とっておきの芸を披露しました。ピエロによるジャグリング、

ものまね、ポールダンスに手品と盛りだくさん！

途中には、やはりキャバレーということでビール

（ノンアルコール）と枝豆をご用意。

モグモグタイムで楽しんでいただきました～！！

４月１日から７日まで室内レクレーション組と
お花見（ドライブも含む）組に分かれて一週間
季節を感じて頂きながら楽しんで頂きました。
レクレーションは、「桜を虫から守れゲーム」
一位の方にはプレゼントをお渡しさせて頂きまし
た☆★約二日間は雨でしたが、春らしい花をド
ライブしながら見て頂きました☆

全員集合～！！

仲良し❤❤

まさかの桜が気温が高かったせいか散り桜になってしまう

日もありましたが、八重桜がとても綺麗に咲いていたり

菜の花が咲いていたりで各日楽しんで頂きました～！！

優勝おめでとう！！
天気も良くてポカポカ♪

ぶどう大福
ピース！！

もぐもぐタイム☆★

ぶどうジュースをまぜこんだ生地

は、滑らかでふっくらした仕上が

りになりました～！

ぶどうは種なしを使用したので、

食べやすく、「おいし～い！」と大

好評♪♪素敵な笑顔も見せて頂

けましたよ～～っ！



第158号

平成30年3月20日

毎月２０日発行

少しずつ暖かくなり、春の訪れを感じます（*^_^*）まもなく桜も顔を出し過ごしやすい日

が続きそうですネ。ですが・・・季節の変わり目なので体調には十分に気を付けていただいて

元気に楽しく毎日を過ごしましょう♪♪さて・・・今月は一体どんな企画が行われたのか

(^^♪皆様の表情と一緒にご紹介いたしまぁ～す(@^^)/~~~

今年のひな祭りは・・・

なぜ、どのようにしてひな祭りが始まった

のか？をとても分かりやすく、そして面白

く！紙芝居＆小喜劇で行いました。 お食事＆おやつ

ケラケラッ

何が出るかな？❤

紙芝居の後は・・・ビンゴ大会

ひな祭りといえば・・・

『 三色ロールケーキ』

ですね♪

今回のクラフトクラブは・・・

持ち運びにとっても便利な

『ティッシュケース』

を作りましたぁ（*^_^*）

昔々のお話・・・仲の良い兄妹、三郎とおはなの物語。

ある日、川に落ちたおはなを三郎が助けるも、おはなは高熱

を出してしまいます。必死の看病にも熱は下がらず・・・。そ

んな時、おはなの大切にしていた【木の人形】が三郎に、い

かだを作るよう伝えて、おはなのふとんへ・・・。木の人形は

おはなの熱を吸い取ったまま、川に流され、おはなは助かっ

た。というお話でしたねぇ（*^_^*）この木の人形が姿を変え、

雛人形になった、というわけです。んん～、感動～～！！

ひな祭りに因んだ料理

・ちらし寿司・お寿司

・天ぷら・・・等々

ひな祭りといえば・・・ＢＩＮＧＯですね・・・っておい！ということで、今回はひな祭りとは関係ない？ですがＢＩＮＧＯ大会で

盛り上がりました！実は、はなまるでちゃんとしたＢＩＮＧＯははじめて、だったんですよ～ね。またしましょうね～！



第157号

平成30年2月20日

毎月２０日発行

今年の節分祭りは、みなさまと豆まきゲームを行いましたね！

的についた鬼のお面めがけてお豆をエｲﾔ～～!!楽しかったで

すね☆★すると、最後には本物!?の鬼がやってきて・・・

まだまだ寒い日は続いておりますが、みなさまはいかがお過ごしでしょうか??２月も残り

あと少しですね！今年は、平昌オリンピックが大盛り上がり！日本のメダルラッシュにも期待

がかかります☆今月もはなまるではいろいろな企画で、オリンピックにも負けない熱気をお

びております（笑） それでは早速、はなまる通信 いってみましょ～～～!!

今年もみなさまの所へ、福が来ます

ように・・願いをこめての鬼退治！

そして、寒い季節を乗り越えられる

よういっぱい笑っていただきました☆

1月の１DAY企画は、

新春かくし芸大会～

笑いあり・・

涙あり・・・

とても楽しい一日と

なりましたね～☆

花萬さん特製

巻き寿司❤

スタッフと

一緒に実演

昼食

ガトーショコラ❤

2月の１DAY企画はバレンタインデー❤

皆様と一緒に『ガトーショコラ』を作りました☆

そこに、異様な高校生カップルが登場して・・・



平成30年1月20日

　第１５６号

毎月２０日　発行

皆さんにプレゼントを渡しにやってきた
サンタ＆トナカイの前に、盗人チームが
現れた！渡してなるものか、と尻相撲、
イス取りゲーム、ジャスチャ―ゲームで
対決！その後、ダンス対決をしているう
ちに何だか仲良くなったサンタチームと
盗人チーム（笑）。最後は仲良くクリスマ
スソングをジングルベルなどハンドベル
で演奏。結果、皆さんに笑いと感動をプ
レゼントできたのでした～！！

新年を迎え半月が過ぎました。寒さの厳しい日が続いております。

インフルエンザやノロウィルスが猛威を振っているようです!!手洗いうがいやマスク着用等予防対策をしっか

り行い、体調に不安を感じたら先ず病院受診をお勧めします。

今年も元気に、はなまるな一年を笑顔で過ごせますようにスタッフも楽しんで頑張ります★

去年の12月に1年を締めくくる『クリスマス会』を行いました☆
ご利用者様には豪華なお食事にスタッフの出し物を楽しんで頂きましたよ！

12月20日の1DAY企画にて、もちつき大会を行
いました！毎年恒例ではありますが、臼と杵で
本気のもちつき！ご利用者様にもついていた
だき、おいし～いもちができました！おやつに
ぜんざいにしてご提供！大好評でした～！！
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