
はなまるデイサービス東香里のブログ

お手持ちのスマートフォンで右端の

ＱＲコードを読み取ってみてください！！

通信では載せきれない、ご利用者様の

笑顔がたくさん見られますよ（＾-＾）

はなまる劇場

亀を助けた浦島は竜宮城へ行きました。

竜宮城では、楽しい宴が開催されていましたが、

そこへギャングがやってきます。

可愛い魚たちが連れ去られてしまい、

宴は台無しです。

連れ去られた魚たちを助ける為に

浦島は立ち上がるのでした。

その後、無事に戻った浦島はお爺さんに

なってしまったのでした。

昼食の霜月特別御膳では、

零余子ご飯や秋鮭の西京焼き、

キノコや壬生菜等、秋の食材を使った

お料理を楽しみました。

また、おやつには芋羊羹と紅葉饅頭を

召し上がって頂きました。

手芸

やさい倶楽部

手芸では、マフラーを

作って頂きました！

モコモコで肌触り抜群♡

これからの季節に

大活躍間違いなしですね♫

やさい倶楽部では、

旬のサツマイモを使った

スイートポテトを

作りました！！

とっても可愛いハリネズミ

の形をしています♪

優しい甘さで

大好評でした。

今年１年間、ありがとうございました。

来年はコロナが終息し笑顔溢れる年となりますように．．．。

来年も”はなまるデイサービス東香里“をよろしくお願い致します。



はなまる大運動会
今年も元気いっぱいに大運動会を開催いたしました♪

勝敗はどちらに！！？

白熱した素晴らしい戦いでした！

綱引き、コスプレ競争、紐送り、障害物二人三脚など

優勝は白組！

最後はみんなで

記念撮影♪

赤組もとても

頑張りました！

とても豪華で見た目、味共

に最高でした♪

デザートは

オレンジヨーグルトムースさっぱり美味しい♪

十三夜

はなまるデイサービス

東香里のブログ
お手持ちのスマートフォンで右端の

ＱＲコードを読み取ってみてください！！

通信では載せきれない、ご利用者様の

笑顔がたくさん見られますよ（＾-＾）

花萬特別御膳
料理長がメニューからすべてを

考えてくれる特別御膳

とても絶品です♬

なぜ月にはウサギが居るのかはなまる風に

アレンジし紙芝居劇で紹介しました！

笑いあり涙ありの感動ストーリー！

まずはみんなで一緒に月見団子作り！

変な動物たちに大爆笑

まずはチームの代表が選手宣誓！

お昼ご飯もおやつも美味しくて大満足



リンゴまん

敬老会

今年も9月20日、21日、22日の3日間で敬老会をしました！

ご利用者様に日頃の感謝を込めてスタッフが色んな芸を披露しました！

ハラハラドキドキ、大爆笑の敬老会でした(^^)v

落語

テーブルクロス引き野球拳

皿

回

し 今年のプレゼントはスタッフ手作り

の写真立てをお渡ししました

二

人

羽

織 大爆笑
ヒ

ゲ

ダ

ン

ス

社

交

ダ
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ス

ハリセン

花萬特製ランチ

とても豪華で、

美味しかった

です‼

おやつは、

うさぎの

練り切りです！

ビューティー
ネイル 工芸

はなうた喫茶

フクロウの小物入れを作りました！

皆様真剣に作られていました(^^)/

可愛いものができました♥

毎月好評のビューティーネイル★

綺麗になると気分も明るくなるわ～！

と喜ばれていました‼

午前中から生地を発酵させ、

とても柔らかい生地が

出来上がりました！

皆様には生地の中に、

りんごのコンポートを入れて

包んでもらいました(^^)v

昔懐かしの名曲を

ウクレレに合わせて、

一緒に口ずさんで

もらいました(^^♪

スタッフ手作りの

フルーツ杏仁豆腐を

堪能して頂きました♡

はなまるデイサービス東香里のブログ
お手持ちのスマートフォンで右端のＱＲコードを読み取ってみてください！！

通信では載せきれない、ご利用者様の笑顔がたくさん見られますよ（＾-＾）



　



こんな時こそ皆様の
笑顔を見て元気に!!!

今年も祭りの季節が
やってまいりました!!!
東香里でも明るく楽しい
お祭りをお楽しみ下さい!!!



梅雨も明け、気温もどんどん上がって来ますね。今年の夏は暑くなりそうです。

水分補給をしっかり行って、熱中症には十分気をつけましょうね。

むしむしした暑さも吹き飛ぶ痛快な劇「遠山のりえさん」を皆さんに楽しんで頂きました。

おふざけや笑いもありながら、給付金サギの一味を摘発し、最後にはりえさんの桜吹雪で

悪党に裁きを下し、見事一件落着！

遠山のりえさん

４月から新しく「ふち子の部屋」が始まりました。

しい曲を歌って頂いたり、楽器を鳴らして頂いたりしています。毎回ゲストを招い

ての、ピアノ連弾があったりと楽しいイベントです♬

手作りゼリーアイス

涼し気やし美味しいわ。

お前たちが

詐欺グループだな。

代わりに給付金

手続きしまっせ～

もっと

稼いでこんかい！

バシ～ン！！！

りえさん、

だまされましたわ。

それは、許せねぇな

よし！任せとけ！

御用だ！

御用だ！

７月７日の七夕に、誰が本物の彦星と織姫か？

激しい！？戦いが繰り広げられました!

４月から新しく「ふち子の部屋」が始まりました。 ふち子のピアノに合わせて懐か

しい曲を歌って頂いたり、楽器を鳴らして頂いたりしています。毎回ゲストを招い

ての、ピアノ連弾があったりと楽しいイベントです♬ 今後もお楽しみに♬

ご飯も

おやつも

美味しい♡

見た目もキレイな七夕御膳

三線

カホン
パーランクー

ハナミズキwith嶋田

涙そうそうwith中村

千の風になってwith井上



１月の２４日、２５日に、あの人気ドラマ『水戸黄門』のはなまる版、【はな黄門】のイベントがありました!(^^)!　はなまるらしい笑いっぱなしの劇でした！また花萬さんによる実演では、サーモンの解体ショーをしました!
どちらも美味しいと

大好評♡

和菓子担当 おやつ担当

梅シロップ

通信では載せきれていない日々の様子、

行事やイベントもUPしていますので

はなまるブログを是非ご覧下さい。

おやつ担当

特製シュークリーム

和菓子担当のはずが…

クリームたっぷり

ロールケーキ（笑）

チヂミ作りチョコカスタードまんはたして勝敗の行方は・・・！？

審査員からは

辛口なご意見も

飛び出しました（笑）

今年もはなまる恒例

梅シロップづくりの

季節が来ました！

これからどんどん

暑くなっていくので

熱中症対策に！！

早く飲みたいですね♥

完成が待ちどおしいです！！



新型コロナウイルス．．．不安な日々が続きますが、少しでも笑顔多く過ごしていただけるよう、

室内・送迎車の換気や空間除菌、物品の消毒、数回の検温等、細心の注意をはらい対応させて

いただいております。皆様には変わらず“はなまるな一日を”送っていただきたいと思っております。

書道では、お手本となる文字を、翌月にまつわる

文字を選び、書いていただいております。

今月は、「紫陽花、梅雨、初夏、水無月」でした。
書道

お江戸でござる！

毎月人気の書道クラブ。始まるまではワイワイされていますが、一旦

書き始められると、集中され書き終わるまでお話もされない程でした。

※ボランティアの方に来ていただく予定でしたが、

コロナ対策により変更させていただきました！

ご利用者の皆様に馴染みのある時代劇。

その時代劇を題材に、人気時代劇ランキングや、

時代劇の裏話を交えて、江戸時代の暮らしや

食文化などをご紹介し楽しんで下さいました。

おやつには、江戸時代に実際に食べられた

「こおり豆腐」を召し上がっていただきました。

年
月 日発行

寒天に豆腐を入れた

「こおり豆腐」

お江戸クイズの景品

「はな姫さまチャーム」

花萬特製
まごころ御膳

食事の際には、スタッフが作った
カーネーションの箸置きを！
デザートは、イベント担当の手作り！
チョコムースのラズベリーソースがけを
召し上がっていただきました！

女性の方には、日ごろの感謝をこめて

全員の方に感謝状を送らせて

いただきました。

山
田
邦
子
さ
ん



　　　　　　

車でしか行けない場所

最高の桜並通りに行きました

大迫力の桜並木に

皆様も、思わず笑顔に(*^-^*)

春のパン作り

はなうた喫茶

室内ゲームは

景品争奪

デジタルビンゴ

やはり景品が

かかると

燃えるものです

そして！なぜか

最初にリーチに

なった方は

上がれないの

法則発動しまくり

でした

今年も気合の入った

「さくら御膳」見た目

にも味も最高の

お弁当になりました！

四月になり、今年もお花見の

シーズンがやってきたのですが

コロナウイルスの影響で

車の中からのお花見となりました

しかし！いいスポットってあるもので

満開の桜を楽しむことが出来ました

生地を練って、あんこを詰めて丸めて、焼いて

たったこれだけですが、やはりパン作りは楽しいです

自分で作った焼き立てパンは、どこのパン屋さんより格別です。

コロナ対策について
はなまるでは、空間除菌、換気をこまめに行い

手芸では、手作りマスク作成も行いました。

コロナの影響で、特別マスクで歌っています。ちなみに手作りです

ピンクのメイド服は、一部で絶大な人気を誇っています。ただの趣味です

カラオケなど禁止されている世の中ですが、皆様と一緒に歌を楽しみました。



おかげさまで10周年を
迎えることが出来ました!!!

これからも皆様に
沢山笑ってもらえるよう
頑張りま～～～す!!!

はなまる名物!!!

健康牛乳飲みすぎには

注意して下さいね!!!

剣の道、それは人生の道

修行に耐え、立派な

剣士になります!!!

最後は風呂屋!!!激しい!!!

花火職人!!!

弟子育成中!!!

モテる上司は辛い、、、

お客様

は

神様!!!

真面目
に

修行中

本人は

真剣!!!

愛情
が

止まり
❤

ません

10周年、特別企画は

『はなまるだよ!!

全員集合!!』

いってみよ～う!!!



安納芋で作った

『鬼まんじゅう』

ホクホクの安納

芋がとても美味

しい！と好評で

した!(^^)!

美女達に囲まれて
パチリ！！

おやつ作り人気ランキング1位の「黒豆抹茶マドレーヌ」を作りま

した❤色んな工程をみなさまと一緒に愛情を込めて作りました！

味はもちろん美味しいと大好評でした(^^)v

サーモンの解体ショー！

華麗な

アクション

卑怯な

手段



2020年

1月20日発行

新年会の昼食は

「おせち御膳」と

「アツアツおでん」を

召し上がって

いただきました！

見た目・味共に

最高でした！！

新年早々、毎年恒例の『お餅つき』で盛り上がりました！

ご利用者の皆様も杵で力一杯搗いていただきました！

搗いたお餅は『御汁粉』にして美味しくいただきました！

搗きたての美味しさに大満足されていました！
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