
 　　第144号

平成28年12月20日

 　　毎月２０日発行

冬の厳しい寒さが一段と強く感じられる様になって参りました。年の瀬も差し迫り何か

とお忙しい毎日かとは思いますが、お身体には十分気をつけて、良いお年をお迎え下さ

いませ。 では、はなまるでの皆様の日々のご様子をご覧いただきたいと思います。

はなまる☆焼き芋大会
１１月に行われた

はなまる恒例の１ＤＡＹ企画！！

今月は皆様と一緒に焼き芋を

作ってみました！！
お芋お姉さんによる

芋講座 開催中！！

秋といえば焼き芋！という事で、はなまるの

駐車場で焼き芋を焼いてみました★

鹿児島産の安納芋を使用。合間には焼きマ

シュマロで楽しんでいただきました。。

また、来年も出来たらいいなぁ～～ｖｖ

おいしかったよ～～★☆★



 　　第１43号

平成28年11月20日

 　　毎月２０日発行

１１月に入り今年も残すところあと少し・・・季節は本格的に冬へと向かっていますね。皆さん、

くれぐれも風邪には十分気をつけて、手洗い・うがいを忘れず元気にはなまるに来てくださいね。

今月も喫茶ツアーやその他イベント盛りだくさんです。では、その一部をご紹介。

★１０月の1DAY企画は…

皆様は紙相撲、スタッフは

ガチ相撲でいざ勝負！

声援いっぱいでとっても盛

り上がりました～！！

１１月９日から１８日まで秋の紅葉＆喫茶ツアーに行ってきました！！今回は車で八幡・

樟葉方面にドライブし、イチョウやモミジなど色とりどりの紅葉を見る事が出来ました。紅

葉以外にも、色んな木々や季節を感じる事ができ、車の中も賑やかな時間でした。その

後は、はなまるの近くにある喫茶店『パラディッソ』にお茶をしに行きゆったりとした時間

を過ごす事ができました。

車の中から見ても綺麗で、紅葉のトンネル

には皆さん大喜び❤

美
味
し
い
ね
ぇ

おやつは、抹茶ケーキ・小豆アイス・白玉団子と

と～っても豪華！皆さんのほっぺも落ちる～！

フロアーではスタッフ手作りの『秋の味覚を狙い撃ちゲー

ム』１位の方には景品プレゼントで大盛り上がり！！

ドリンクは、コーヒー・紅茶・カルピス・ゆず

ティーから選んで頂きました。



 　　第１42号

平成28年10月20日

 　　毎月２０日発行

10月に入りうろこ雲や夕焼け、朝晩の冷え込みなど、すっかり秋になってきましたね。日中

との気温の変化も大きく体調管理にはお気を付け下さいね。さて、はなまるでは9月に敬老会、

10月に運動会とビッグイベントで盛り上がりました。その模様をご覧下さい。

9月19日（月）20日(火)21日(水）の3日間敬老会を行いました。今回は「笑顔」をテーマに

準備したのですが、たくさんのいい笑顔を見せて頂くことができました。これからも益々お

元気に、はなまるへ来て、笑顔で楽しんでくださいね。

美
味
し
い
ね
ぇ
♪

まずは、担当によるマジックショー♪入れ替わ

りマジックには、みなさんびっくり！いつの間に

か中村と前川が替わってました！顔が回った

り、スプーンを曲げたりもして、楽しいショーで

した。

あの頃は、若かった

～想い出は宝物～

のコーナー懐かしい写真や歌

で盛り上がり話も弾みました。

はなまる新喜劇

｢元気なお年寄りが町を救う」
スタッフお得意の新喜劇！今回もボケて、つっこん

で、こけて、みなさん大爆笑♪山ばぁと変なヤクザ

のドタバタ劇。最後はヤクザ一家の感動的な再開も

ありと見ごたえありの新喜劇でしたぁ～。

おやつは、スタッフ手作り

「紅白練りきり」
上品な味で美味しいと

とっても大好評♪

10月１３日(木）１４日（金）１５日（土）の３日間は、｢秋のはなまる大運動会」が行いました。今

年もみなさん大ハッスルで名場面がたくさん見られ、大盛り上がりの運動会となりました。

選手宣誓！

今年も綱引きは大熱戦！

みなさん普段見れない力の入っ

たお顔が、素敵です♪
お弁当風のご飯で

お腹も大満足♪

なんと３日間紅組の勝利！

どちらのチームも頑張りました！

お疲れ様でした～。



第１41号

平成28年9月20日

毎月２０日発行

８月の２６日～２８日の３日間夏祭りを開催しました！美味しい昼食や、

出店にすいか割りと盛りだくさんの内容で楽しんで頂きました♪

コイン落とし
水槽の中に沈めている大・中・小のお

皿めがけて１円玉を落とします。しっか

り狙っても１円玉はあらぬ方向へ！？

初めてこのゲームをしたと言う方も多く、

楽しかったぁと好評でした！

毎年恒例金魚すくい。制限時間以

内に何匹すくえるか？向かい合わ

せに座って頂き、得点を競います！

金魚すくい

すいか割り＆おやつ

向かい合わせに座って頂き、１人５

つの輪を投げてもらい得点を競います。

皆さん狙う顔が真剣です！

輪投げ

わたあめ
こちらも毎年恒例なわたあめ！色々な味の

あめ玉から好きな味を選んで頂き、わたあめ

を作ります。出来たての物はふんわりしてい

て美味しい！と大満足♪

夏祭りのしめとして、必ずしているのがすい

か割り。今年も沢山の利用者様に割ってもら

う事が出来ました！おやつには前日スタッフ

が作った「豆乳ブランマンジェ」の上に、割っ

て頂いたすいかをのせ、お出ししました。

毎月開催している手芸クラブ！今まで

色々な作品を作ってきましたが、８月は

ファスナーポーチを作成。参加されるの

は女性だけでなく、男性も参加して頂い

ています。「昔は洋裁もしてたのよ～」

「昔はいっぱい作って、あげたりしたわぁ

～」なんてワイワイ話しもはずみます。

出来上がった作品は皆さんに持ち帰っ

て頂きます。使って頂けているでしょう

か？今後も素敵な作品を考えているの

で、是非是非参加して下さいね～❤

８月３１日の１DAY企画では、私達が

住んでいる町「枚方」をもっともっと

知ってみよう！と言う事で、枚方フェ

アーを開催しました。テレビをつかって

枚方に関するクイズを出したり、枚方

に関わりがある方が出てきたり！？コ

ントがあったり。歌あり笑いありの楽し

い企画でした。おやつには枚方名物

「暁」や、外大前の卵ボーロ専門店さ

んの卵ボーロ、お茶は多田製茶さん

の緑茶と枚方づくしの１日でした！

枚方出身の森繁久彌さんが、徹子

の部屋第１回目の放送時のゲストと

言う事で、その様子を再現（？）した

コントの様子です。皆さん大笑い！

枚方市のゆるキャラくらわんこ
にも来て頂きダンスなど披露！「わぁ

～可愛い～」と大人気❤

９月に入り、朝晩めっきり涼しくなって来ました。日中との気温差が大きい日もありますので、体調管理に

注意が必要です。うがい・手洗い等の予防をしっかり行いましょう。さて８月、９月もはなまるでは、夏祭り

をはじめ楽しい企画盛り沢山で、皆様に楽しんで頂きました。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頂きます。



平成28年8月20日

第１４０号

毎月２０日発行

一番暑い８月。今年も記録的な猛暑になりました。お盆も過ぎ、そろそろ涼しくなって欲

しいのですが・・・。８月の２６日からははなまる夏祭りです。暑い夏をはなまるで皆さん

一緒に吹き飛ばし楽しみましょう！！

稲川準一の怪談、心霊写真解説、心霊スポットレポートに幽霊コ

ント、と暑い夏を涼しく過ごす初の恐怖企画！ちょっぴり怖かった

けど、最後には皆さん大笑いの１dayとなりました！！ほっｖｖ

先輩幽霊と

新人幽霊で

ドタバタ

コント！

使用した氷も、透きとおっ

ていて、できたかき氷は、

きめ細かくて、とても美味

しかったですよ～！

８月９日には、なんとデイフロアで流

しそうめんをしました！！半分に

割った竹の上を水と一緒にそうめん

がどんどん流れる～流れる～！ス

タッフも皆さんも大騒ぎで美味しく頂

きました♪

暑い夏には、やっぱり冷た～い

かき氷ですよねぇ！花萬さんから、

業務用の本格的なかき氷機をお

借りして、宇治金時を作って食べ

て頂きました♪

夏はどうしても食欲が落ち気味

…。そこで、花萬さんのおいしい

食事の登場です！まずは、実

演での「天津飯」。できたてほか

ほかで召し上がっ

て頂きました。

続いては、特別メ

ニュー。夏野菜の

天ぷらにひじきご

飯で元気もりもり

～！！

はな
まる
デイ
サー
ビス
　交
北

はなまるデイサービス交北



 　　第１３９号

平成28年7月20日

 　　毎月２０日発行

まだ梅雨は明けていませんが、夏本番の様な暑さが続いていますね。

水分をしっかり摂り、熱中症などには充分お気をつけてお過ごし下さい。

はなまるでは暑さも吹き飛ばすイベントが、今月も沢山ございました☆★

7月5・6・7日の3日間で七夕祭りを行い

ました★☆美味しいご飯・コント・ゲー

ムと盛りだくさん!!

日によって違う美味しいお料理

を召し上がって頂きました★

と

とっても豪華でしたー！！

七夕といえば織姫と彦星☆

織姫を巡って２人の髪の毛

が薄い彦星が腕相撲対

決！！

果たして勝ったのはどっち

彦星ＶＳ彦星！！

はなまるな１年をお過ごし下さい★★

８月のお誕生日

１ＤＡＹ
雨のちはなまる梅雨でも楽しい

パン作り
カスタードメロンパン

グラタンパン

餡ぱんを作りました！

ジメジメした梅雨も

はなまるで過ごせば楽しい

時間になります♪

修行中の子坊主達、

和尚さんに隠れて悪だく

みをしている様です!!

出来上がりが

楽しみ！！

皆さんとっても手際良く

丁寧に作っておられました♪

親亀の上に円盤型

の子亀を乗せ、得点

を競います!!

パフェに乗せた

は、はな

まるで作った梅を

使っています★

今回の１ＤＡＹはスタッフが雨に

因んだ歌を歌ったり、紫陽花の

綺麗なお寺の紹介をしたり、お

寺のコントがあったりと盛り沢

山でした★



 　　第１３８号

平成28年6月20日

 　　毎月２０日発行

梅雨の季節になり、ムシムシ・ジメジメとした日が続きますね。梅雨が明けると、いよいよ本格的な

夏がやってきます。今年の夏は暑くなると言われています。気温もどんどんと高くなり、体調を崩し

やすくなりますので、水分をしっかり取り、体調管理をして暑い夏に備えましょう。

今回のはなまる通信は、菖蒲観賞・毎月行われているイベントを紹介していきます。

菖蒲観賞
６月の行事は市民の森へ『菖

蒲観賞』に行きました。梅雨と

いう事もあり天候が心配でした

が、晴れた日も多くあり、皆様、

とても楽しんで頂きました。

綺麗な花に囲まれながら、皆さん楽しそうにお散歩されていますね。

食パンを投げると、すぐに鯉

が寄ってきて、パンをパクパク

食べていました。

おやつはスタッフ手作り

『カルピスゼリー！』彩り

も鮮やかで、甘さ控えめ

で、皆さん大喜びでした。

菖蒲も綺麗に咲いており、

それを見て、「綺麗！綺

麗！！」と喜んで下さい

ました。皆さん本当に良

い表情されていますね。

毎月１回、スタッフも知らされていない何が出てくるかわからないお楽しみの日がありま

す。それが、花萬さんの『特別ランチ』です。お重の蓋を開けるまでのワクワク・ドキドキ

感を毎月楽しみにしています。中身は季節の物を取り入れたり、色どり鮮やかなメ

ニューが並んでいます。見た目も楽しめる、お食事を少し紹介させて頂きます。

室内レクリエーションは、『虹ま

で飛んでいけ、カエルちゃん

ゲーム』をさせて頂きました。台

の上にカエルちゃんを置いて、

それをハンマーで飛ばして、点

数を競うゲームです。景品も用

意し、大盛り上がりでした。

はなまるな１年をお過ごし下さい。

毎月、着付体験を行っ

ています。先生が、着

付を手伝ってくださり、

お化粧までして下さい

ます。毎回違った着

物・帯を用意して下さ

います。いつもと違う

雰囲気で喜んでおられ

ます。興味がある方は

スタッフまでお声かけ

下さいね。

毎月、置物・小物入れなど、とてもかわいい

物を準備しています。作品と作業風景を少し

ご紹介させて頂きます。細かい作業もありま

すがワイワイしながら楽しんで作っています。



   

   

　

第１３７号

平成28年5月20日

毎月２０日発行

５月に入り、肌寒い日もありましたが、気温も上がってきて梅雨入り前の過ごしやすい

季節ではありますが、皆様体調を崩さないようにお気を付け下さい。

平成２８年５月１日をもって★はなまる１２周年★を無事迎えることができました。

今後とも皆様が楽しく安全に過ごして頂けるようスタッフ一同頑張りますので、

宜しくお願いします。

あげたて、おいしい

ですよ～❤

人参おいしい

でしょ～？

ケーキまだまだ食べられる～ また、来たいですね

今回の１Ｄａｙ企画は、スタッフが本気で

唄う歌合戦。題して歌うま王決定戦。

見た目とは裏腹に、優しい

歌声を聴かせてくれました！

皆様からも大絶賛！！

やっぱり最後はこの方！！

小美空ひばりさんに歌って頂

きました。完全に自分の世界

に入っておられます。。。笑

皆様の素敵な笑

顔を沢山見る事が

出来ました❤次回

の１Ｄａｙ企画もお

楽しみに～♪

風が気持ちいい季節になりました。今回、５月１７日～２０日、５月２４日～２８日までの９日間枚方藤坂にある、王仁公

園内のなかなかの森へ行っております。ここには馬が３頭いて、実際に餌やりなどを体験出来てとてものどかな時間を

過ごして頂いています。その後は施設内に隣接する喫茶店にて、ケーキや飲み物を召し上がって頂いてます(^O^)

観葉植物も素敵～

料理長お二人の見事な手さばきで、あっと言う間に５０食程の

さつま揚げがあがり、皆様には揚げたてを召し上がって頂け

ました♪揚げたてのさつま揚げってフワフワで、とってもおい

しいんですね～！！あ～、また食べたい～！！

今回はスタッフによるおふざけ無しでの本気歌合戦をお

こないました。本当に歌唱力のあるのはだれか？

皆様に1点・2点・5点10点の札を持って頂き、点数をつ

けていただきました。特別審査委員長に小美空 ひばり

さんをお招きして、審査を務めていただきました。



毎月２０日発行

第１３６号

４月に入り、寒さも緩みあたたかい日が増えて来ました、日中は汗ばむ日もありますが、

まだまだ朝晩冷え込む日もあります。体調には十分気を付けて下さいね。今回のはなまる

通信は、お花見や１ＤＡＹ企画の様子をご覧ください。

レクレーションは「桜を咲かせましょう！ピンボールゲーム！」

をしました。ご利用者様にはテニスボールを特製パットで打っ

て頂き、穴に入れば桜が咲くゾーンもあり、どこに行くか分か

らないボールにハラハラドキドキ、見事桜が咲くと思わず歓喜

の声が・・・！！優勝者には景品もあり、大盛り上がりのゲー

ムでした♪

池のカモに餌やり

カモを集めるカモ名人が現れたとか！？

スタッフ手作り「さくらロールケーキ」かわい

い 桜模様の入ったふんわり甘さ控えめの

美味しさで、みなさんに大好評♪

４月１日～７日に行われたお花見ツアー♪

晴れの日は、渚水みらいセンターへ

雨の日は、恒例の藤坂ハイツ⇒松美ヶ丘⇒枚方カ

ントリー倶楽部へのドライブで桜を満喫しました。

外
で
食
べ
る
お
や
つ
は

美
味
し
い
な
ぁ
～

３月２１日の「１ＤＡＹ企画」は笑点を行いました。

今回で３回目はなまる大喜利の様子をご覧ください。

さぁ～誰が一番座布団をもらえるかな～？

「春の喫茶ツアー」を行います。

なかなかの森へ出かけて、馬や花を見て
ゆっくり喫茶タイムを楽しみましょう。お楽しみに♪

３代目司会者はこの方！

定食亭ヤキソバ

プレッシャーと戦いながら
左から 胃腸亭よわし おっさん亭あやか

太い屋イムケン 男気亭まなみん

ちちゃい亭典太郎

の５人が珍解答を繰り広げました。

座布団の少なかった人は、

バツゲームもありました～
ダメダメ回答には、山田くんから

ハリセンが飛ぶことも！？



毎月２０日発行

第135号
平成28年3月20日

厳しかった寒さもなくなり、ポカポカと温かい日が多くなりましたね。しかし、まだ少し朝、

晩に冷える時があるので、お風邪には十分お気を付け下さいね。

はなまるでは、ひな祭りイベントを３日間開催し、おやつ作りやひな祭りにちなんだゲーム

を楽しんでいただきました。

２月に行われた１DYA企画の模様も合わせてご紹介致します！！！

おやつ作りを開催し、３日間共に違う

おやつを作りました。甘酒も一緒に召

し上がって頂きました！

良い出来

ですよ～！

春色クッキー イチゴ大福

今回は顔抜き看板で写真を撮

影し、皆様にお配りしました

ひな祭りと言えばちらし寿司と言う

事で、花萬さんが腕をふるって作っ

て下さいましたよ！！

レクレーションではひな祭りビンゴ

ゲームや、お雛様飾りましょう

ゲーム、ひな祭りにちなんだクイ

ズなどひな祭り満載のゲームをし

て頂きました！優勝チームの方

全員にスタッフお手製のひな祭り

人形をプレゼントしました（＾ｖ＾）

三色

パウンドケーキ

２月２４日に開催された１DAY企画は、５組

のコンビがコントをし、一番面白いコンビを決

める、キングオブコントを開催しました！！腹

筋崩壊間違いなしの１時間！！

今回ははなまるレンタル部門からも参戦して

頂きました（＾ｖ＾）

レンタルから参

戦のお二人！！

賞金１億円ゲッ

ト？！

優勝者は？！

次回の１DAY企画

も沢山笑っていただ

ける内容になってお

ります！！お楽しみ

に～♪

４月と言えばお花見❤今年も４月１日～７日の１週間、牧野にあ

る渚水みらいセンターへお花見ツアーに行きます(^O^)
今年の開花予報は３月２８日となっているので、一番綺麗な時

期に行けるのではと思っております！！

美味しいおやつもご用意してまーす！！

お楽しみに～（＾ｖ＾）
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２月も半ばが過ぎ、春がそこまで近づいてきましたね。季節の変わり目は三寒四温と

呼ばれる通り、寒い日と温かい日が交互に訪れますが、皆様、体調等崩されていません

か？インフルエンザもまだまだ流行っているので注意してくださいね。さて２月もはな

まるでは、節分祭りをはじめ楽しい企画盛り沢山で、皆様に楽しんで頂きました。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頂きます。

２月の３～５日の３日間はなまるで、節分祭りを開催しました！３日間個性

的な鬼やお福さんが登場し、一緒に豆まきを楽しみました。

節分と言ったらやっぱり

巻き寿司☆巻き寿司に見

立てたロールケーキを皆

さんと一緒に作ります！

生クリームやフルーツを

トッピングして巻き巻き！

可愛いロールケーキが完

成♪皆で恵方を向いて食

べて、美味しいと大満足

な出来上がりでした★

赤鬼・青鬼が大暴れ！皆さん

無病息災を願って、精一杯鬼退

治をしますが、今年の鬼はしつこ

く、なかなか退散してくれませ

ん！そこで、お福さんと鬼の直接

対決に！巻き寿司の早積み対

決、箸豆対決、最後に尻相撲で

鬼を弱らせ、もう一度皆さんと豆

まき。見事退治が出来ました!!

今回の節分祭はフォトフレーム作りも

しました。鬼とお福さんと一緒に撮った

写真を貼るフォトフレームは鬼の顔をモ

チーフにしたもので、１つ１つ違った表

情で個性が出てとても好評でした♪

お
い
し
い
よ
～
！

１月２９日の１DAY企画では初の試み、「８時だよ！全員
集合」のパロディで「新春だよ！全員集合」をさせていた

だきました！オープニングのシーンから始まり、早口言

葉や、おなじみのひげダンス、アイドルの歌にダンス。そ

してコント、エンディングと盛りだくさんの内容でみなさん

に楽しんでいただきました♪演じているスタッフもとっても

楽しめた内容の１DAYでした。次の企画もお楽しみに♪

２月１１日にはなんと、あの伝説の歌姫、美空

ひばりさん（！？）がはなまるにて歌謡ショーを

開催！！なーんて事はなく、管理者前川によ

るミニリサイタルが開催されました！小さいけ

れど歌唱力は抜群の歌に皆さん感動！！また

聞かせてねーと、握手を求める人まで！？お

やつにはタコ焼き器を使って皆さんで作ったベ

ビーカステラを食べ、大好評な１日でした♪

皆さん、お腹を抱えて大笑い！！「新春だよ！全員集合」大成功でした☆



 

 

 

　

　

第133号

　　　　　　毎月20日　発行

平成28年1月20日

新年平成２８年が始まり、半月がたちました。暖冬といわれていますが、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、年明け早々には、餅つき、初詣と行事も

盛りだくさん。本年もはなまるで皆さん一緒に楽しみましょう！！

昨年１２月２３～２５日の３日間はクリスマス会を行いま

した。今回はシンデレラの物語のはなまるオリジナル劇

をやってみました。魔法使いの変わりに、サンタ、トナカ

イがシンデレラの願いを叶えにやってきて、大奮闘！笑

いあり！涙あり！？

＜ハンドベル演奏＞

①きよしこの夜♪

②大きな古時計♪

③ジングルベル♪

最後のジングルベルは高

速演奏に挑戦！５人の息も

ピッタリ。いい感じに！

シンデレラに継母、お姉さま、王子さま、サンタ、トナカイが

所せましと大はしゃぎ！皆様の笑いがあふれました。 最後

は王子と結ばれ、めでたしめでたし～で締めくくり。

おやつは、クリスマスリース風シフォ

ンケーキ！フォイップクリームにイチ

ゴ、フルーツはみんなでトッピング

(^O^)

食事は「花萬さん」

特製洋食ランチでお腹

いっぱい！１日目サフラ

ンライス、唐揚げ２日目

サンドイッチ、ハンバー

グ３日目ピラフ、ミックス

フライ（＾ｖ＾）

新年明けましておめでとうござい

ます！今年もやりました。新年一

発目は恒例行事の餅つき！！

１月４日は、ついた

お餅をきなこ餅にし

て、食べて頂きまし

た。皆さん餅が大好

きな様子でぺろりと

♪おみくじは大吉♪

百済王神社

この輪をくぐると…

罪やけがれが祓えるそうです

よ

１月７～１３日は百済王神社に初詣に行っ

てきました。お天気にもほぼ恵まれ、無事

全日行けました。神社では大きな綱の下を

潜ってしっかりお参り。休憩中には生姜湯

でほっこり温まり、はなまる特製おみくじで

運だめし！特大吉の方には景品が！！
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