
　　

　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

令和元年12月20日

　第179号

毎月２０日　発行

今年もあとわずかで終わりますね。皆様は素敵な1年をお過ごしでしたか？あと

3か月程は寒さとの戦いですがお体に気をつけて元気にお過ごしください。それ
では年の瀬のはなまるBIGイベントの様子をご紹介させていただきますねぇ(^^♪

1月のお誕生日の皆様

今回は皆様に採点し
ていただく方式で本
気で歌うもよし、笑い
にハシるもよしの歌
合戦。スタッフそれぞ
れご自慢の歌唱力を
披露しました。途中
にはなぜか銭形警部
とルパン一味が登場
し、ドタバタコントが
スタート。結局、ルパ
ンを取り逃がし、歌合
戦は幕を閉じたので
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令和元年10月20日

　第177号

毎月20日　発行

いよいよ、季節は秋本番ですね（＾ｖ＾）。秋と言えば、食欲の秋！スポーツの秋！紅葉なども

楽しい季節ですね。寒暖の差があり、風邪が流行っているようですので、皆様、体調を崩され

ないよう、くれぐれもご自愛ください。さて、今回は、はなまる名物の１DAY企画、ボランティアさ

んによる歌や楽器演奏などのイベントのご様子を見ていただきたいと思いま～す（＾ｖ＾）！

　

　

　 　

　

お
おめでとうございます！

はなまるでは、たくさんのイベント

があります。おやつ作りや、クラフ

トクラブ、ボランティアさんにもたく

さん来て頂いて、着付けやハーモ

ニカ、三味線などみなさんと一緒に

歌って笑ってはなまるな一日をす

ごしていただいています。

着付体験



　

令和元年9月20日

　第176号

毎月20日　発行

過ごしやすい気候になりましたね。まだまだ暑い日もありますが、寒暖差で風邪を引かない様にお気をつ
け下さいね！今回のはなまる通信では、大盛り上がりだった「夏祭り」のご様子や初めての企画「地蔵盆」
皆様が主役の「敬老会」のご様子をご紹介致します。今年も残り僅かになってまいりましたが、たくさん笑っ
て楽し思い出を1つでも多くお届け出来ればと思っております（＾ｖ＾）

8月19～20日の3日間、はなまる夏祭りを開催致しました！
フロアは縁日さながらに、祭囃子が鳴り響く中、「射的」「金
魚すくい」「綿菓子」「スイカ釣り」の4ブースに分かれ、ロー
テーションで楽しんでいただきました！どのブースも大盛況
で笑顔いっぱいの夏祭りとなりました～！

　

　

　 　

　

敬老の日おめでとうございます！！
9月14日～16日の3日間「敬老会」を
させていただきました！スタッフの出
し物や、ご利用者様に昔のお写真を
お借りして思い出話をしていただい
たり、はなまる新喜劇を楽しんでい
ただきました。

懐かしの

写真と共

に当時の

エピソー

ド等お話

して下さ

いました。



　

はなまる笑っていいとも！

　

　

　 　

　

令和元年8月20日

　第175号

毎月20日　発行

梅雨が明け、暑い毎日が続きますが皆様お変わりないでしょうか？

夏に注意する事と言えば、やはり熱中症対策ですね。
<水分補給><塩分も少々>をしっかり摂っていただき、元気に夏を乗り切ってくださいね！一日の目安は1.5リッ

トル以上 です。お部屋の環境も大切です。クーラー代がもったいない！と言ってつけない方もいらっしやいま

すが、命に関わることですので、クーラーを使用して、適切な温度調整を心掛けてください。

7月のワンデイ企画は、皆様お馴染みのテレビ番組(笑っていいとも）を再現
した、パロディを行いました。 司会者はもちろんこの方！タモリさん！！オー
プ二ングの曲に合わせて2人のいいとも青年隊と共にリズミカル？なダンスか
らの幕開けです。ゲストを呼んでの面白トークで盛り上がりましたが、このゲス
トはいったい誰なんでしょうか？

本日は綾小路きもまろさんがゲストでやってきました。しかも
自分の宣伝用のポスターも持参してきました。その後 楽しい
トークやスタッフによる物当てクイズや体力測定、対抗選手権
大会などをして、とても盛り上がりました。

ドキドキ 何かしら？

怖いな
～！

ピンポン玉運び。

9月 お誕生日の方々

7月14日（日）MNリサイタル＆かき氷を行いまし
た。今回は、小美空ひばりの愛弟子、「美空小ひ
ばり」が登場！なかなかの美声を披露するも、最
後は師弟対決（ケンカ）になり、大変なことに！大
いに盛り上がりました～！その後は恒例、かき氷
大会。「おいしい～」とこちらも大好評でした！

美味しいおやつ

にとても満足～



　

令和元年7月20日

第174号

毎月20日　発行

★6月の1DAY企画は…   

6月30日（日）はなまるカントリーにて
第1回はなまるゴルフコンペが開催され

ました。特製クラブにてコースをラウンド。
ボールの落下地点での点数を競います。皆さん、真剣な
表情で参加され、ナイスショット連発～！！

第2回もお楽しみに～！！

今年は、観測史上最も遅い梅雨入りとなりました。もしかして、梅雨明けも遅くなるのでしょうか？暑
い夏が来るのもなんとなく気がひけますが、雨が続くのも嫌ですもんね～。そんな梅雨を吹き飛ばす
「はなまる新喜劇」を６月１９日から２１日の三日間上演♪６月３０日はゴルフコンペを開催！！おやつ
は見た目にもとても可愛い抹茶ティラミス☆７月は七夕と盛りだくさん！短冊に願いを込めて・・・通信
スタートです！

☆七夕祭り☆
７月５日から７日までの三日間「七夕祭り」を開催しました

～！！３日間、綺麗で涼しげゼリーをおやつにご提供♪♪

「可愛い～❤」と皆さんにも大好評でした！！！コントも面

白く、レクリエーションも大盛り上がり！優勝した方にはセ

ンスのいい扇子をプレゼント★これから暑くなる季節なの

で使用して下さいね～♪♪

　

　　

　　　

　

　　　　

　 　

　

　 　

　

８月 お誕生日の方々

おめでとうございます！

6月19日（水）～21日(金）の3日間、「はなまる新喜劇」を行いました。今回も絶好調

のはなまる劇団によるおもしろ新喜劇。6月ということで、ジューンブライド＝ウエディ

ング＝結婚式場でのお話でした。お金持ちのお嬢様と結婚する新郎は自分の父親

の会社を守るために結婚を決意するが、実は忘れられない好きな人が・・・とまあベタ

な内容ですが、たくさん笑っていただき、大爆笑となりました。目玉はなんといっても、

初挑戦の「乳首ドリル」。息の合った技でお見事でした～！！ドリルすな～！（笑）



　

令和元年6月20日

　第173号

毎月20日　発行

令和に変わり、もうすぐ２ヶ月。『令和』の響きにもだいぶ慣れて来ましたね（*^_^*）
６月に入り、ジメジメした日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。まもなく７月になりますね。熱中症対
策は万全に！！のどが渇いていなくても、水分はこまめに摂りましょう。塩分補給も大切！ですが・・・過度な摂取に
はご注意を！！塩分・糖分が含まれているスポーツドリンクがおすすめだそうですよ(@^^)/~~~！！
まだまだ暑い夏はこれからです！夏バテなどしないように、笑顔で元気に酷暑を乗り切りましょう＼(^o^)／

　

　　

　　　

　

　　　　

　 　

　

　 　

　



　

令和元年5月20日

　第172号

毎月20日　発行

令和最初の1DAY企画は15周年特別企画！

はなまるだよ全員しゅうごぉ～～！

はなまるを代表する各方面の著名人たちが

集結し、フロアを盛り上げてくださいました☆

令和元年5月！みなさま、いかがお過ごしでしょうか？

5月に入り、元号も平成から令和へ・・・そしてはなまるデイサービスもいよいよ15周年へと突入いたしまし

た！ご利用者様並びにご家族様、またご支援いただいております各関係者の皆様方。本当にありがとう

ございます！これからもはなまるデイサービスでは、多彩なイベントや催し物を多数ご用意させて頂き、

みなさまにはこれからもかわらぬ笑顔をお届けしたいと思っております！よろしくお願い致します！ 　

　　

　　　

　

　　　　

　 　

　

　 　

　

集結し、フロアを盛り上げてくださいました☆

今回の1DAYは『ベトナム・フェア』！！

はなまるにやってきたベトナムからの新しい仲間フォンさん！

この機会に、日本とベトナムの友好関係を深めるべく開催
いたしました！シンチャオ～！！

4月からの実習生、フオンさんと一

緒にベトナムの名所紹介やベトナム

語講座など楽しくベトナムをご案内

しました～！
おやつにはベトナムコーヒーを使ったパウンド
ケーキで喜んでいただきました。ベトナムを
少し身近に感じていただけましたか～？



　

平成31年4月20日

　第１７１号

毎月２０日　発行

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企画をご覧ください。

4月1日(月)～7日(日)の7日間お花見ツアーに行ってきました！！

毎年、桜が散らないかソワソワしていますが、今年は寒い日が続いたおかげで

とっても綺麗な桜を見ることができましたよ！！

お天気にも恵まれとっても気持ちよかったです！！

山田池公園～藤阪～枚方カントリーを
ドライブしてきました！！

最終日には桜が満開！！

『こんな桜初めて！！』と皆さんとっても
喜ばれていました☆

★特別ゲーム★

『桜の花びらパタ
パタ!!』

桜の花びらをうち
わで煽いで木に花

を咲かせます!!

今回の1DAYは『ホワイトデー企画』！！

愛しのマドンナを落とす為に3人があーだこーだと頑張ります！！

ひっちゃかめっちゃかなホワイトデーをどうぞご覧下さい！！



第170号
平成31年3月20日

毎月20日発行

ぐるぐるバットって

こんなに気持ちが悪いのね。

貴方は

最近、いつしましたか？
反復横飛びというものを。

厳しかった寒さはなくなり、暖かい日が多くなってきて過ごしやすい季節になりました。でも
朝、晩は少し冷えますので風邪には十分気を付けて下さいね。はなまるでは、節分、ひな
祭り、１ＤＡＹ企画で大変盛り上がりましたよ。では、はなまるな笑顔をご覧ください！！

気持ち悪い（笑）ものをお見せしたので、そ
の後はおいしいおやつでお口直し。 楽し
い！おいしい！！バレンタインでしたっ❤

2月14日（木）は、バレンタイン企画を行いまし
た。自称はなまるナンバーワンの色男、今吉
氏を奪い合う女子たち。対決するも決着つか
ず、わちゃわちゃなってるうちに服が脱げ・・・。

4月お誕生日の皆様

&



第169号
平成31年2月20日

毎月20日発行

ぐるぐるバットって

こんなに気持ちが悪いのね。

貴方は

最近、いつしましたか？

反復横飛びというものを。

★今月の1DAY企画は…

今年は、昨年同様に長尾にある「菅原神社」に参

拝に行きました！昨年は天候が悪く、行けない日

も多かったですが、今年は気候にも恵まれ、中止

なく行くことができました！フロアレクでは何故か

海に浮かぶだるまを釣るというゲームを開催！う

まく磁石を合わせて大漁、大漁！！優勝の方に

は、だるまポーチをプレゼント！あ～めでたい！

寒い日が続いておりますが、２月も残すところ約１週間となりました。春の陽気が恋しいです

ね！しかしインフルエンザもまだまだ油断できません！体調管理には十分に注意して下さい

ね！今月号は１月に初詣ツアーに行って来たご様子や１DAY企画のご様子などご紹介いたし

ます～（＾ｖ＾）

はなまるでは、1年を通して野菜を栽培しご利用者様と一

緒に収穫をさせていただいたりしております（＾ｕ＾）

1月は大根が収穫できました❤大根の葉っぱは少し甘辛

く炒めて、昼食の際に少しづつですが召しあがっていた

だきました♪

おめでとうございます！素敵な１年になりますよう



平成31年1月20日

　第168号

毎月20日　発行

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るっているようです!!手洗い・うがいやマスク着用等、予防対策をしっか
り行いましょう！体調に不安を感じたら、まず病院受診をお勧めします。 今年もお元気に、
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って参りますっ！

悪い魔女登場！ンチ！？

12月29日、平成30年最終日の大イベント！「はなまる紅白歌合戦」を行いました！

スタッフのクオリティーが高い（？）ものまねもさることながら、ご利用者様の歌

声もとても素敵でした。（*^_^*）結果は白組が優勝！次回もお楽しみに～！！

こちらは、
デュエット披露

武田鉄也♪本物？

美川憲一

怖い顔ですね～！

ｔ天童よしみ

なめたらあかん♪

島倉千代子

ご利用者様参戦！悪い魔女登場！
王子ピンチ！？
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