
インフルエンザにも気をつけてくださいね。

新イベント　裁縫クラブ　第1回目は、手作りマスクでした。
男性女性細かいところまでしっかりと縫っておられました。

令和2年12月20日

　第191号

毎月２０日　発行

今や端っこのひばり＆すずめショーです(笑)。

今後も頑張りますので応援お願いします！

YOUTUBEやってますよ～～！！

11月18日～20日の3日間、はなま

る文化祭を行いました！この間、フ

ロアはまるで学校。スタッフは学ラ

ンにセーラー服、ご利用者の皆さん

には、学生時代に戻ったような気持

ちで、過ごしていただきました。午

後からは、文化祭のように各ブース

の出し物に参加していただきました。

一通り遊んでいただいた後は、お

待ちかねのはなまる学園のコント。

先生vs悪ガキ生徒とのおもしろバト

ルが繰り広げられ、たくさん笑って

いただきました。今月はいよいよク

リスマス！お楽しみに～っ！！

小美空ひばりで検索

今年も残りわずかになってまいりました、新型コロナウイルス、インフルエンザ、

風邪などくれぐれも気をつけていただき、よいお年をお迎えくださいね。

お誕生日

おめでとう

ございます。

いろんな場所でコロナ予防対策をしていますね。はなまるで

は玄関入り口、厨房入り口にビニールカーテンを取り付けま

した。お食事やおやつを召し上がられる際にはテーブルパー

テーションを設置しております。スタッフ全員がハンディ消毒

スプレーを常備してこまめに除菌しています。今後も皆様に

安心してお過ごしいただけますよう努力してまいります。



令和2年11月20日

　第190号

毎月２０日　発行

今年も残すところあとわずかになりましたね。暦の上では”秋”ですが、この寒さはもう”冬”で

すね💦コロナウイルスも終息する気配がありませんので寒いですがしっかりと換気をしコロナ

に負けず頑張りましょう☺今回のはなまる通信では『運動会』や『１ＤＡＹ』・新イベント『気まぐ

れ福ちゃん』のご様子を紹介させていただきますねぇ💛＼(゜ロ＼)(／ロ゜)／フレーフレー

お誕生日おめでとう

ございます

10月16日（金）～20日（日）

の3日間、毎年秋の恒例行

事、はなまる運動会を開催

いたしました。

今年はコロナのこともあり、

例年とは競技を変えて行い

ました。ご利用者様は、パ

ン食い競争、紙綱引き、バ

スケ、スタッフは二人三脚

からの三人四脚、綱引き。

どれも皆さん、大ハッスル

でご参加いただき、大変盛

り上がりましたよ～！

5回目となるダー

ビー。3レース開

催しました！今

回も大盛り上が

りでしたよ～！

10月31日（土）には5回目

となるはなまるダービーを

開催。皆さん、真剣な表情

でどのスタッフが1着にな

るか、を楽しく予想してい

ただきました。次回もお楽

しみに～！！

10月29日に行われた

新企画『気まぐれ福ちゃん』。

毎回、福ちゃん（スタッフ福

地）の思いつきでさまざまな

物を作ろう！というこの企画。

第一回はなんと大福作り！

美味しいくだもの入り大福に

皆さん舌鼓でした～！！



令和2年10月20日

　第189号

毎月２０日　発行

今年の敬老会は「回想法」と「紙芝居

劇」の2部構成で楽しんでいただきま

した。「回想法」では昔懐かしい写真

やイラストなどをご覧いただきながら

道具の使い方、子供のころの遊びや家や学校の様子など思

い思いにお話していただきました。皆さん、とても生き生きとし

た表情でした。そしていよいよ「瞼の母」開演。モニターで紙芝

居を見た後、その場面をスタッフが演じました。友人との再会、

宿敵との死闘、母との再会、名シーンの再現、そして母、妹と

の別れ…。笑いあり、涙ありの人情芝居に皆さんからは拍手喝

采をいただきました～！「おっかさ～ん！お達者で～！！

（涙）」

10月に入り朝晩の寒暖の差が激しくなってきましたね！風邪を引きやすい時期ですので十分

にご注意下さい。今回のはなまる通信では、9月の敬老会のご様子や久しぶりに帰ってきまし

た！はなまる名物、たこ焼き福ちゃんのご様子をお伝えさせていただきます💛

※スタッフの写真、その他個人情報を含んでおりますので、お取り扱いには十分にご配慮いただきますようよろしくお願い致します※

はなまるデイサービス スタッフ名鑑　2020

②前川 典樹①管理者

③44歳④8年⑤

音楽活動⑥も

のまね⑦元気

と笑顔をお届

けできるよう

頑張ります！

⑧七転八起／合縁奇縁

②井村 謙①介 護

③55歳④15年

⑤寺巡り／飲

食⑥ヌンチャ

ク⑦体力の続

く限り遊ぶ！

⑧切磋琢磨

②出口 舞美①主 任

③33歳④5年⑤

漫画を読む／

ライブに行く

⑥絵を描くこ

と⑦笑顔を大

切に！

⑧一期一会

②福地 昭紀①介 護

③34歳④5年⑤

釣り／キャン

プ／ゴルフ⑥

乗り物の運転

⑦楽しい時間

を一緒に過ご

しましょう。

⑧不撓不屈

②グエンティフォン①介 護

③29歳④1年半

⑤料理をつく

ること⑥ベト

ナム語⑦出会

いを大切にし

たいです。

⑧一期一会

②大谷 真由美①介 護

③？？歳④6年

⑤旅行／アウ

トドア／

ジェットス

キー⑥サプラ

イズ計画⑦沖

縄が好き！

⑧なんくるないさ～

②山本 直樹①デイ統括

③44歳④8年⑤

テレビ鑑賞⑥

どこでも寝ら

れます⑦一生

懸命がんばり

ます！

⑧石の上にも三年

②岸良 真理子①介 護

③永遠の48歳？

④15年⑤スキー

／ギター⑥冷蔵

庫にあるもので

ご飯をつくる⑦

自分が楽しく、

人も楽しく。

⑧ケセラセラ

②辻本 智愛①介 護

③30＋？歳④

10か月⑤子供

とゲーム⑥ピ

アノ／そろば

ん⑦笑顔でが

んばります！

⑧為せば成る

②本間 真理奈①介 護

③秘密④9か月

⑤ダンス／音楽

／英語／自然散

策⑥なし⑦皆様

が安全に楽しく

過ごせるよう頑

張ります。

⑧人類皆兄弟💛

②西村 愛未①生活相談員

③34歳④9年⑤

おいしいものt

探索／キャン

プ⑥どこでも

寝られる⑦絶

賛婚活中！

⑧笑門来福

②西本 愛加①介 護

③23歳④5か月

⑤料理／子供と

ぬり絵⑥食べる

こと／どこでも

寝られる⑦若さ

を武器に笑顔で

がんばります。

⑧艱難汝を玉にす

②橋本 しのぶ①厨 房

③59歳④16年

⑤食べ歩き⑥

早食い⑦笑う

ことを大切に

しています。

⑧整理整頓

②松下 克美①厨 房

③？？歳④4年

⑤生け花／フ

ラワーアレン

ジ⑥整理整頓

⑦行動力があ

ります。

⑧ますはやってから始めよう！

②横山 裕平①ドライバー

③60歳④1年半

⑤ウォーキン

グ／船釣り⑥

野球⑦安全・

安心な送迎を

頑張ります。

⑧受けるより与える方が幸福である

②仙波 珠樹①ドライバー

③69歳④3年⑤

映画鑑賞／

キャンプ⑥料

理⑦人に優し

くできること。

⑧継続は力なり

②西浦 葉月①厨 房

③31歳④2年⑤

走ること⑥す

ばやく食べる

こと⑦元気に

がんばりま

す！

⑧いつも笑顔で!(^^)!

②中嶋 恵一①介 護

③39歳④3年⑤

遊ぶこと⑥フ

リートーク⑦

皆様を笑顔

に・・・💛

⑧我が生涯に一片の悔いなし

②高村 美香①介 護

③30代💛④16

年⑤アウトド

ア全般⑥外で

遊ぶこと⑦は

なまるな笑顔

でがんばりま

す。

⑧元気があれば何でもできる！

②久保田 真澄①看 護

③非公開④1年8か

月⑤音楽鑑賞／ド

ライブ／韓国ドラ

マ⑥椅子に座りな

がらよく寝る⑦優

しい笑顔を心掛け

ています。

⑧一期一会

②坂元 美由紀①事 務

③アラフォー

(^^)④4年⑤バ

レーボール⑥

食べたものを

吸収する⑦体

は大きいが気

は小さい。

⑧流されるままに生きる

②はなまるちゃん①宣伝キャラ

③？？歳④16年

⑤はなまるの応

援⑥コスプレ／

スポーツ⑦ミッ

●ーにマ●ス負

けないキャラに

なる！

⑧あたたかく、厳しく！

ご利用者の皆様およびご家族の皆様、この

たびは敬老の日を迎えられ、誠におめでと

うございます！今後とも“元気になれるデイ

サービス”を目指してスタッフ一同、一生懸

命がんばります！よろしくお願い致しま

す！！

【この表の見方】①役職・職種②氏名③年齢④はなまる

歴⑤趣味⑥特技⑦自己ＰＲ・その他一言⑧座右の銘

はなまる名物たこ焼き福ちゃん！出

汁を1から取り、ソースいらずのほっ

ぺが落ちまくりのたこ焼きです！

9月のクラフトクラブは「お月見飾り」を

作りました！細かい作業でしたが、皆様

器用に作って下さっていましたよ！



令和2年9月20日

　第188号

毎月２０日　発行

9月に入り過ごしやすい日も出てきましたね。しかし、まだまだ暑い日が続きます！！

マスクをしていると水分補給を忘れがちになるので意識して摂るようにして下さいね！！

ニュースではコロナの話題が多く楽しい話題が少ないですが

はなまるでは今月もコロナを吹っ飛ばす楽しい企画が盛りだくさんですよ～！！

お誕生日

おめでとうございます！

今年の「はなまる夏祭り」のテーマはハワ
イ！！フロアにはハワイの音楽が流れ、思
わずフラダンスを踊りたくなる雰囲気の中、
縁日開始！皆さん童心に帰って「人間もぐら
たたき」「射的」「金魚すくい」「風鈴作り」に
「すいか割り」で盛り上がりましたよ～！2020
年夏を満喫していただきました～！！

★今月の1DAY企画は…

28日開催されたのは「第1回はなまる

オリンピック」。延期となった東京オリ

ンピックにかわり、各国選手が集い大

変盛り上がりました。利用者様も競技

に参加。金メダルは誰の手に～！

毎度おなじみの

【農園pizza＆小美空ひばり

ショー♪】美味しく楽しいイベン

トになりましたよ♪



令和2年8月20日

　第18７号

毎月２０日　発行

新型コロナウイルスがなかなか収まらない中、皆さんそれぞれ「Withコロナ」の新しい生活スタイルでお過ごし

かと思います。厳しい猛暑も続いているので、水分補給をこまめにして、体調管理をしてくださいね。はなまるで

は「行ったつもりになる企画」開催しています。今回は気分だけでも「ＵＳＪ」！どうぞご覧ください！

7月21～23日の3日間「はなまるＵＳＪ」を開

催しました。フロアはＵＳＪのキャラ一色！壁

や天井のスパイダーマン、エルモやミニオン

がさらに気分を盛り上げ～。地球儀前で記

念撮影して、プラネタリウムをみた後は、い

よいよ”Ｅ．Ｔ”登場！くじ引き大会、おやつと

お楽しみいっぱいの行事となりました～！

はなまる農園！夏野菜の収穫時期にやって参りました。5

月に苗を植えて、待ちに待った夏野菜が出来ましたよ～!

ピーマン、ナス、トマト、ゴーヤ、キュウリなど沢山の野菜を

皆さんに、協力していただき、無事収穫できました。この野

菜を使って、はなまる農園特別ピザ作りをします(^^)/今年

は本当に暑いくらい、快晴続きで、たくさん太陽を浴びたの

で美味しいこと間違いなし(^_-)-☆

わ
ぁ
！
綺
麗
な
ナ
ス
～



新型コロナの影響で約4か月来ていただけませんでしたが、７月より

少人数でまた来ていただける事になりました、お楽しみにして下さい。

令和２年7月20日
　第１８６号

毎月２０日　発行

6月行事は「はなまる観光バスツアー」。20日～22日の3日間、

日替わりで「東北」「四国」「九州」へそれぞれ行ったつもりに

なっていただくこの企画。「ほんまにバスで行くの？」とのお声

を尻目に出発進行～！モニターを使い、各地の名所・名物をご

案内。途中には龍馬やせごどん、寛平ちゃんらが乱入し、車内

を盛り上げました。おいしいお昼とおいしいおやつ、神社でお

参り、おみくじと盛りだくさんのツアーとなりました～！！

1部では♪悲しき口笛♪東京

キッド♪越後獅子の唄などひば

りさんのお若い頃の歌を披露

コロナウイルスを打ち破るべく、あの不

死鳥が帰ってきました！ご存じ小美空ひ

ばりが3ヵ月ぶりにはなまるに登場！今

回はすずめちゃんは自粛中（？）のため、

1人で1時間12曲を熱唱しました。圧巻の

ステージに皆様拍手喝采、笑いと感動

のショーとなりました～！！

2部では♪真赤な太陽♪歌は

我が命など後期の歌を熱唱



令和2年6月20日

　第185号

毎月２０日　発行

少しずつコロナウイルスも落ち着いてきたように思いますが・・・まだまだ油断
は禁物ですね(*_*)引き続きコロナ対策(手洗い・うがい等)は徹底していきましょ
う！！と同時に、暑い夏がやってきましたので熱中症対策もしなければなりませ
ん。水分・塩分の補給や室温の調整をして今年の夏も元気に乗り切りましょう♪

今回の通信は、総集編！

今までなかなかご紹介できなかった

・クラフトクラブ

・おやつ作り

・パン作り

等を、一気に紹介してまいります♬

３種類のパンを作り

その中から２つを選んで

召し上がっていただいています。



令和2年5月20日

　第184号

毎月２０日　発行

悪い爺さんには教えへ～ん！

さくら祭りのメインは、皆さんよくご存じの
「はなさかじいさん」の紙芝居からの再現お
芝居。いい爺さん、悪い爺さん、犬、殿様と
登場キャラも張り切って演じていました～！
そのあとは大抽選会に特別おやつと笑顔
いっぱいのさくら祭りとなりましたよ～!

本当にコロナウイルスが深刻になってきました。少しずつ減ってきているように
も感じますが、まだまだ気は抜けませんね。今年は外出を自粛し、フロアで４月
はさくら祭、５月は端午の節句を開催しましたよ～！！皆様、感染予防対策を
しっかりして、コロナを乗り越えましょう～！！！コロナに負けるな～！！！

６月生まれの方

交北初の、端午の節句を舞台にしたイ
ベントを行いましたよ～。太郎物語と言
うオリジナル劇をモニターに映しながら、
同時進行で劇もしていく、新しい挑戦で
したが大成功で、沢山の笑顔をいただ
きましたよ!(^^)!手作りおやつもプレゼン
トも、とても喜んでいただけました(^^)/俺の酒勝手に

飲んだやろ？

え

っ

？ お誕生日おめでとうございます



令和2年4月20日

　第183号

毎月２０日　発行

大人気１DAY企画で【はなまる甲子園】を開
催致しました！！フロアを球場に見立てて、
大盛り上がり！！男性だけではなく女性も
とっても楽しんで頂けていましたよ！！

花の盛りもすぎ、日中は少し汗ばむほどの季節となりましたが、朝晩はまだまだ寒い日もあり

ますね。寒暖差もあり体調を崩しやすいですが、風邪などひかないよう注意して下さい。

コロナウイルスも流行っているので、手洗い・うがいをしっかり行って下さいね。
はなまるではスタッフはもちろんご利用者様も元気に色々な行事に参加して頂いていま
す！！そのご様子を少しご紹介しますね！！

3月のクラフトクラブは春を感じさせる可愛い置物を

作りましたよ！！

眺めるだけでとっても癒されます♬

細かい作業も丁寧に～！！

さくらあんぱん・ゴマチーズパン・

じゃが明太パンを作りましたよ♪



　

　　

　　　

　　　　

　 　

　

　 　

　

毎月２０日　発行

　第182号
令和2年3月20日

皆様こんにちは！！寒さが和らいできたと思えば、急に寒くなったりと体がつい

ていかないですね(*_*;まだまだ寒暖の差があると思いますので、風邪など引か

ないようご注意くださいね！！今回のはなまる通信では、「ひな祭り」のご様子や

大好評「小美空ひばりショー」のご様子をご紹介しますね( *´艸｀)変なウイルスが

流行っていますが、毎日笑って過ごしてウイルスを吹き飛ばしましょう(^^)/

お内裏様とお雛様

のコント💛

何人囃子やっけ？？

14人囃子？？

ひな祭りちらし寿司

スヌーピーは私が作りました💛

おやつはスタッフ

特製の三色ゼリー

を皆様に召し上

がっていただきま

した☆彡

数年前にたこ焼きふくちゃ～んを開催しました。今回

弟子を引き連れ帰ってきました！！出汁のきいたたこ

焼きはソースがいらない程美味しいんです！！

3月13日に開

催しました。

皆様ご存じの小美空ひばりさんが帰って

きました！！今回は弟子のすずめとカラ

スを引き連れて・・・

すずめとカラスの対決ではカラスが負け、

カラスを吸収（？）したひばりが不死鳥

になって登場しました(笑)

素敵な一年になりますように・・・



毎月２０日　発行

　第181号
令和2年2月20日

寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？春の陽気が待ち遠
しいですね！今年はインフルエンザやコロナウイルス肺炎などまだまだ油断できま
せん！どうぞ体調管理には十分に注意してくださいね。
今月号は1月に行われましたワンデイ企画『はなまる大喜利』と、2月行事『節分ま
つり』の様子などをご紹介していきます。

節分にちなんだ紙芝居をし、時

折再現の劇を交えながら皆様に

楽しんでいただきました！

個性豊かな登場人物に皆様大爆
笑！紙芝居のあとははなまるビ
ンゴを開催し、プレゼントが当
たるのかハラハラしながらの大
盛り上がりでした！お食事は節
分にちなんだものを花萬さんが
ご用意して下さいました(^^)/

おやつは可愛い鬼の

プリンでした♪

今年もはなまるには鬼がやってきました。

今年で七回目をむかえましたはなまる笑点大喜利。

皆様には大笑いしていただきました。(^▽^;)

●×●△□～！！！！！

難しい

問題だ

わ

凸凹漫才コンビ
ゴールドシップ

丸いものをどんどん言います！
リンゴ！ボール！

座布団持っていけ～！

何を書いたら良

いかな～？？

リズムに乗って～



令和2年1月20日

　第180号

毎月２０日　発行

皆様、令和２年！あけましておめでとうございま～す！今年もよろしくお願いいたします！！

今年は暖かくて過ごしやすいお正月でしたね。穏やかで楽しい1年になりますように・・・

心よりお祈り申し上げます。それでは昨年末のクリスマス会と新年一発目の行事となります

はなまる新年会の様子を張り切って、お届けいたしま～す！！

はなまる神社での初詣・・・

みなさまでおみくじを引きました！

さぁ今年の運勢やいかに！？

はなまるデイサービスの本年初の行事は新年会を行いました！例年ではあれば、皆様と一緒に地域の神社

（菅原神社、百済王神社、石清水八幡宮など）へ参拝へ出かけていましたが、気温や天候によって皆様がお

風邪を引かれてはいけない、ということで・・・フロアに巨大鳥居が出現！！「はなまる神社」ができたのです

が、まだ神様がはっきり決まってないようで、なぜか二人の神様降臨・・・どちらが本物の神様なのか！？

審議の行方は異例の神様対決へとむかうのでした・・・・（笑）



　

　　

　　　

　　　　

　 　

　

　 　

　

毎月２０日　発行

　第182号
令和2年3月20日

皆様こんにちは！！寒さが和らいできたと思えば、急に寒くなったりと体がつい

ていかないですね(*_*;まだまだ寒暖の差があると思いますので、風邪など引か

ないようご注意くださいね！！今回のはなまる通信では、「ひな祭り」のご様子や

大好評「小美空ひばりショー」のご様子をご紹介しますね( *´艸｀)変なウイルスが

流行っていますが、毎日笑って過ごしてウイルスを吹き飛ばしましょう(^^)/

お内裏様とお雛様

のコント💛

何人囃子やっけ？？

14人囃子？？

ひな祭りちらし寿司

スヌーピーは私が作りました💛

おやつはスタッフ

特製の三色ゼリー

を皆様に召し上

がっていただきま

した☆彡

数年前にたこ焼きふくちゃ～んを開催しました。今回

弟子を引き連れ帰ってきました！！出汁のきいたたこ

焼きはソースがいらない程美味しいんです！！

3月13日に開

催しました。

皆様ご存じの小美空ひばりさんが帰って

きました！！今回は弟子のすずめとカラ

スを引き連れて・・・

すずめとカラスの対決ではカラスが負け、

カラスを吸収（？）したひばりが不死鳥

になって登場しました(笑)

素敵な一年になりますように・・・
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