
　

第132号

　　　　　　毎月20日　発行

平成27年12月20日

はなまる元気スタッフ大紹介！！

早いもので、今年も残り数日。今年は暖冬と言われていますが、風が強く厳

しい寒さの日もありましたが風邪はひかれていませんか？体調には気をつけ

て元気に新年を迎えましょうね。今月もクリスマス会に１ＤＡＹとまだまだ楽しい

イベントが盛りだくさん！！お楽しみにーーーーー

浦田 広宣

横田博臣

上西清志

塚中球雄

大山紋佳

出口舞美

橋本しのぶ

岸良真理子

平岩真由美

山本準一
上西祐介 松内久子

前川典樹

高村美香

池上岳史

湯川愛

西村愛未

林田寛美

横田洋子

中尾俊平

はなまるちゃん近藤末子

井村謙
奥山純子 山口且子

野田 五月

坂元美由紀

中村真樹子

特別ランチ
月に１回の特別ランチ！！メニューは当日のお重の蓋を開けるまでは

わかりません。いつものメニューとは違い今まで食べた事のない

メニューや飾り付け、彩りと盛りだくさん。来年も月に１回ありますので、

是非皆さん楽しみにしていて下さいね。今年の一部をご紹介！！

今年も毎年恒例の『はなまるクリスマス会』を１２月の２３日２４日２５日の３日間で行いま

す。クリスマスメニューの美味しい昼食に皆さんと一緒に作るクリスマスケーキ❤そしてメ

インイベントは笑いあり、涙あり？？そして笑いありのスタッフによる劇と、綺麗な音色の

ハンドベル演奏などなど盛りだくさんのイベントになっています。皆さん楽しみにしていて

下さいねーー



　

　

第13１号

　　　　　　毎月20日　発行

平成27年11月20日

１１月９日～２０日の期間にドライブ＆喫茶ツアーを行いました。

ドライブで紅葉を見て頂きそして、名古屋発祥の「コメダ珈琲」さんに

お邪魔して参りました！！それでは、皆さんの楽しい喫茶タイムをご覧ください☆

楠
葉
東
公
園
で

紅
葉
観
賞
♪

お好きなドリンクと

美味しいおやつで

気分も上々～♪♪♪♪

皆さん笑顔で会話も弾む～！

喜んで頂けましたか～♪

コメダ珈琲に到着☆

楽しい喫茶タイムの

始まり～！！

だんだんと冷え込みが強くなって参りましたが皆さん風邪などひかれて

いませんでしょうか？インフルエンザやノロウイルスが流行り出す季節

なので、体調にはくれぐれも気をつけてお過ごし下さいね～っ！！

さて、はなまるでは今月も寒さも吹き飛ばす行事が盛りだくさんです！！

☆１ＤＡＹ☆ 今月の１ＤＡＹは、はなまる大江戸フェアを行いました！

室内には江戸城に江戸の町並みが～☆★

そして午後からは演劇で「瞼の母」を観て頂きました！

皆さん

大笑いでござる！

♪パン作り♪

今回は

ピザパン

ゴマ

あんぱん

チョコパン

を作りました！

決闘の勝敗は

いかに・・・！？



　

　

第130号

　　　　　　毎月20日　発行

平成27年10月20日

さて、暑い暑い夏も終わり、季節も秋になりました。これからどんどん寒くなるので

お身体には十分気を付けてお過ごしくださいね。はなまるでは運動会を開催しま

した。皆様の勢いがすごくて、白熱した運動会になりましたよ～！！

第3競技のボール送り。円になって

座り、隣の方へボールをパス！簡

単そうで難しいんです～！

運動会も無事終わり最後に

結果発表。。。

破れてしまったチームは、ため息

もありましたが、勝ったチームに大

きな拍手を贈っていました。

お魚釣りゲームは磁石の場所を探

すのに必死でしたが、釣れた時に

は何とも言えない嬉しさが・・・。ス

タッフ対決では、風船割りも割れる

音を恐れて中々割れないチームも

ありました。色々な競技があって応

援席からはすごい熱気が！思わず

席を立つ方もいらっしゃいました。

競技開始～！

昼食は、花萬さん特製の

運動会メニュー♪室内で

運動会なのになぜか

外で食べてる感覚でした♪

10月13～15日の３日間、運動会を開催しまし

た。司会者の笛とともに両チームのキャプテ

ンが前に出て、選手宣誓を行いました！キャ

プテンの力強い声にチームの皆さんも静か

に闘志を燃やしていました。

お昼ご飯は敬老会と

いう事で特別メニュー♪

美味しく頂きました。

緊張感の中、風船名人達が

「犬」や「お花」などたくさんの

作品を作りました。

中には出来上がった物を貰うだけの名人

も・・・。

割れそうな時もあり、耳を塞いでる方もい

らっしゃいましたが

出来上がった時は

ご利用者様から大きな拍手！

風船名人からすごい緊張感が

伝わりました。

インタビュー後ははなまる西遊記！スタッフ一生懸命練習しました。

いざ、本番へ。。。スタッフの緊張感が

伝わる中、劇が始まりました。セリフを噛む場面もありましたが。。

終わってみれば利用者様から大きな拍手と歓声が響きました！

お昼からは、ご利用者様に

持ってきて頂いたお写真を画面に映し、

インタビュー。懐かしい思い出をお話しし

て頂きました。

感動する場面も・・・。



　

　　

　　　

　

　　　　

　 　

　

　 　

　

平成27年9月20日

　第129号

毎月２０日　発行

夏の暑さも和らぎ、朝晩と過ごしやすくなりましたね。
日中との気温差がありますので体調には十分気を付けて下さい。
はなまるでは今月も楽しい行事が目白押しです。楽しみにしていて下さいね。

綿菓子うまく出来るかな～？

むかし懐かしい縁日風に、射的・ヨーヨー釣り・金魚すくい・綿菓子の４つのブースを楽しん
で頂きました。皆さんとても良い表情をされ、スイカ割りも大盛り上がり！割ったスイカは、
アイスと一緒におやつで❤『今年も楽しかった～！』と大好評！！来年もお楽しみに～！

８月２０日～２２日の３日間、「はなまる夏祭り」を行いました。皆さん、童心にかえって喜ばれ、
フロアには笑顔がたくさん溢れていましたよ～！！そんな様子をぜひご覧ください！！

『ヨーヨー釣り』
なかなかうまく釣れません

『金魚すくい』
うわ～！

やぶれちゃった～！
『射的』では、スタッフの顔でできた
的を打って倒してもらいました。

決勝戦で負けたチームはパイ投げ！
最後は何故か司会者もパイ投げーー！！

はなまるな１年をお過ごし下さい。

毎月恒例の１ＤＡＹ！今回は、知力・体力を使ったクイ

ズ大会を開催！！答えがわかれば、コーラの一気飲

みや空気入れで風船を割ったりとスタッフの体をはっ

た姿に利用者さんも大笑い！負けたチームにはまず～

いジュースとパイの罰ゲーム。最後には何故か司会者

までパイを受ける羽目に。とにかく大盛り上がりでした

～！

現在、月に数回、「すまいるマッサージ治療院」よりあ
んまマッサージ師の先生にお越しいただいています。
ご利用者様の中からご希望の方を対象に、首、肩、足
などお一人ずつマッサージをしていただいています。
体操では、自宅でも行いやすい内容をご指導いただき
ながら、専門的な体の動かし方や知識を話して下さっ
ています。

難しい問題もあり

真剣に考え中！！

激辛な飲み物を
長いストローで！！！

豆掴みゲーム！！箸ではな
かなか豆が掴めません。。。

答えがわかれば、サイクルで
競争。こいだ後は、もう足が
パンパンです・・・。



　

　　

　　　

　

　　　　

　 　

　

　 　

　

平成27年8月20日
　第128号

毎月２０日　発行

花萬さん特製”ゆず”ソース！

連日の猛暑で、脱水や食欲不振により体調を崩される方が多いと聞き
ます。皆様は大丈夫でしょうか？？
まだまだ残暑厳しい日が続きますが、しっかり水分補給と食事を摂り、
元気にはなまるで過ごしていきましょう♪

はなまる漫才でブレイク？！した「Ｗハッピー」が、実際訪れた大阪の街や店等写真をもとに大
画面でバスガイド風にご案内♪
大阪ならではの細かい芸も見逃せない、盛り沢山で笑いの絶えない一日でした♪

花萬さんが串カツを実演！！
皆さんに揚げたてを食べて頂きました

他にも、いんげんや豚ペイ焼き等大
阪の味を楽しめる昼食でした♪
皆お腹いっぱい・大満足（*^_^*）

はなまる急上昇中の

Ｗハッピーです❤

最高の笑いあり！

よく冷えたひや

大阪といえば
やっぱり吉本新喜劇でしょう！

あ!ビリケンさんだ!!

梅とシソを一緒に漬けます

笑顔多き、はなまるな一年をお過ごしくださいね

９月のお誕生日

はなまるな"梅"日記
６月某日、梅のヘそ取りから始まった梅干し作り。
花萬さんや皆様にご協力頂いて、現在瓶の中で熟成し、
美味しい梅干しになる日を待っているところです☆

ふりかけご飯

左・甘く煮た梅の天麩羅

約１年ぶりに素敵なダンスをお披露目して下さいました。
すっかり気分はアロハ･オエ～(*^^)v

手工芸
クラブ

半年ぶりに手工芸クラブを開

催!!

今回は"フクロウのﾈｰﾑﾀｸﾞ"を

作りました。名前入りなので早

速バッグに着けて頂けました

★次回もお楽しみに★



　

　　

　　　

　 　

　　　　

　 　

　

　 　

　

第127号
平成27年7月20日
毎月２０日　発行

演劇が終わった後は、七夕にちなんだ工芸作品を作っていただ

いたり、手作りヨモギ団子を作って皆様に食べて頂きました。
作品もおやつ作りも大成功～とても良い出来具合いでした。

毎日暑い日が続きますが、皆様夏バテなどされていませんか？

熱中症にも十分に気をつけてお過ごし下さい。今回も沢山の楽しい
イベントの様子等をご紹介させて頂きます。☆★

7月6日～7月8日まではなまるでは、
七夕祭りを行いました。 昼食は夏らし
く冷麺やソーメンを花萬さんに提供して
頂きました。

昼からのお楽しみは、七夕を題材にした演劇で
した。紙芝居と同じ内容をスタッフが演じて皆
様に感動と笑いをお届けさせていただきました。

はなまる劇団で～す。

優勝したのは、私。

美空ひばりです。
はなまる１day企画！ものまね王座決定戦

毎月1day企画と唱して、皆様に楽しんで頂く行事ですが、今回初の試み、ものまね王

座決定戦を行いました。スタッフそれぞれが衣装やかつら、化粧をして色んな有名人

になりきり熱唱！ご利用者様が審査員となり、優勝者をきめました。

おらこんな村嫌だ

泳げたいやき

美

味

し

い

京都では、鱧を祇園祭前位から食べる習わしがあります。

今回、花萬さんによる鱧の骨切りをして頂き

皆様に湯引きをした後直ぐに召し上がっていただきました。

ウ
ラ
ラ

ウ
ラ
ラ
～

♪



　

　　

　　　

　

　　　　

　 　

　

　 　

　

第126号
平成27年6月20日
毎月２０日　発行

６月になり、雨が降る日が多くジメジメと暑い季節になりましたね。朝はまだ少し
肌寒い時もあり、気温差に身体がついていかなくなり、風邪を引きやすい時期で
すがくれぐれも体調にはお気をつけ下さい☆
６月１Ｄａｙ企画や、６月行事をご紹介します！！

毎度おなじみのご当地フェア―。今月は６月の行事として３日間開催致
しました！！１日目は「福岡・大分」、２日目は「長崎・佐賀」、３日目は「宮
崎・熊本・鹿児島」と３日間違った内容で楽しんでいただきました（＾ｖ＾）

九州へ旅に行っているかのような雰囲気を出
すために、電車の中刷り広告の飾りをフロアに
展示しました。そして、九州フェア―担当渾身
の力作である「九州広報」。新聞にみたてた形
で皆様にお配りしました！すべて手書きなんで
すよ❤

花萬さんに協
力して頂き、ご
当地グルメを
召し上がって
いただきまし
た！！

カステラ
チーズ饅頭

栗饅頭

露
天
風
呂
を
味

わ
っ
て
い
た
だ
く

た
め
に
、
お
風
呂

に
桜
島
と
竹
の
絵

を
飾
り
ま
し
た
。

チーム対抗のご

当地クイズ！！

知らなかった事

も沢山あり、盛り

上がりました♪

３日間、皆様と手作りの
ご当地おやつを作りまし
た！

皿うどん

とんこつラーメン

だいぶシロッ
プが出来始め
ています！！

５月２９日に開催しました１ＤＡＹ企画！今回もご当地フェア

―をしました。今回の場所は・・・「四国」！午前中、皆さまに

は香川名物の讃岐うどんを手打ちしていただき、昼食に召し

上がっていただきました☆午後からは、四国の観光名所を紹

介し楽しんでいただきました！！手打ちうどんはなかなか難

しかったですが、皆さんの愛情がこもったうどんは格別でした

(*^^)v

愛媛にちなんでミカン湯にしました
ぜよ～

うどんをのばし
てます！！

はなまるでは有
名なバスガイド
さん♪実際香川
県に足を運び、
たらふくうどんを
食べてきたと
か・・・

花萬さんとの共同企画で、
梅を皆で漬けよう！！との
事になり実現しました☆
福井県から取り寄せたシ
ロップ作りには最適な梅を
漬けましたよ～(^o^)
梅ジュース楽しみだ～！

皆さん真剣ですね～



　

　　

　　　

　

　　　　

　 　

　

　 　

　

第125号
平成27年5月20日
毎月２０日　発行

5月になり気温も上がってきました。日中は半袖で過ごせる日もありますが、朝
晩はまだ少し肌寒い日もありますね。体調を崩さないようにお気を付け下さい。さ
て、はなまるデイサービスは、この5月1日をもって☆11周年☆を無事迎える事が
出来ました。今後とも元気で楽しいはなまるをよろしくお願いします。

5月11日～5月22日の期間に、一昨年皆さんにとても好評だった、回転ずしツアーを実施しま

した。今回は、はなまる交北のご近所の『かっぱ寿司』さんにおじゃましてみんなでワイワイ

楽しい昼食の時間を過ごしました。それでは、みなさんの至福のひと時をご覧ください☆

お昼からは、１週間限定のゲーム「屋根より高く釣り上げろゲーム」を
楽しみましたよ♪磁石の付いた釣り竿で、屋根に隠れた鯉のぼりをど
んどん釣り上げるゲーム、どの鯉のぼりが何点かわからず、釣り上げ
てからのお楽しみ、全部釣り上げる達人もおられましたよ。

どれを食べるか迷いながら

も、みなさんしっかり食べら

れていました。一番人気は、

茶碗蒸し！たくさんの方が

頼まれていましたよ。

「あ～おなかいっぱい♪」
みなさんとってもいい笑顔☆

おめでとうございます！
今年も「はなまる」な一年になりますように！！

いったい誰なんでしょう？やしきたかじん、ジュリー、都は
るみ、西川ヘレンみたいですが・・・。（笑）

京都今宮神社で有名な「あぶりもち」を餅の
代わりにお米で作りました。白みその甘みが
美味しく、とっても好評でした

４月２３日には、「鯛の解体ショー」。５月１６日には、「オムライスの実演」

をして頂きました。花萬さんの手際のよい解体、くるくる巻いてどんどん

出来上がるオムライスに、皆さん釘づけ☆目の前で出来たものを食べら

れて、いつも美味しい花萬さんのお食事が目で楽しむ事によってさらに

美味しさ倍増でした♪

４月２８日に行った１ＤＡＹは、「おいでやすはなまるへ♪

京都

フェアー」をしましたよ。今回は雰囲気を出すためスタッフ

３人が浴衣姿でお出迎えし、フロアは華やかに。午後は、

おやつ作り、テレビを使い観光地などのご紹介、京都出

身の有名人が出てきてお座敷ゲームなどを楽しんで頂き、

最後はみんなで｢お座敷小唄」を唄いました。



 

 

　

　

第124号

　　　　　　毎月20日　発行

平成27年4月20日

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。
今回のはなまる通信はお花見の様子など紹介させていただきます♪

毎年恒例のお花見！４月１日～７日の一週間行ってま

いりました。ドライブコースでは、藤坂ハイツ⇒松美が

丘⇒枚方カントリー倶楽部と桜の名所巡り☆外出組は

牧野阪公園にて、まったりと桜を楽しんできました♪今

年は天気が悪く、雨の中でのお花見になってしまった

方が多かったですが、「とっても綺麗だったよ～」「雨

降っててもいけてよかった～」と好評でした。

狙う姿もとっても真剣です！

唯一晴れた２日目。

思わずスタッフもは

しゃいでしまってい

ます。

日差しもポカポカで

寒くなく最高！！

外で食べる桜餅も

大好評でした！

こちらも恒例のおやつ！

去年は花より団子！ということで三色団子でし

たが、今年はスタッフ手作りの桜餅です！！

スタッフの愛情がたっぷりとこもっています❤

とても手作りには見えませんよね。食べて頂い

た皆さんも、手作りと聞いてびっくりされていま

した。お味の方も「とっても美味しい！」と喜んで

いただけました♪♪

今回の室内レクは「桜の木を守れ！ゲーム」

です。ゲームルールは、桜の木に住み着いた

毛虫や蜂など悪い虫を鉄砲で狙い撃ちし、落

とした虫の合計得点が高い方の優勝で

す！！

優勝の方には豪華賞品も！？ルールは簡単

ですが、狙って落とすのがなかなか難しい！

一番小さな１００点の的が落ちた時には歓声

先月３月２８日（土）に行われた

『北海道フェア』。

以前沖縄フェアで好評だった、

ご当地フェア第二弾を企画しました。

朝からフロアには旭山動物園の

動物たちが展示されていたり、

お昼のメニューは北海道名物の

ジンギスカン風焼き肉やスープカレーが♪

とっても美味しく皆さんぺろりと完食しちゃいました。

午後からはカニの格好をした司会者が登場！全身

赤いタイツで目立っています。テレビ画面を使用して

北海道の観光地を説明していると・・・・なんと！その

観光地に関係する歌を歌っている有名人が登

場！！似ている似ていないは別として、突然出てき

た有名人にびっくりな皆さんと一緒に歌を歌い楽しみ

ました。

最後はテーブルごとに分かれて北海道に関するクイ

ズを出題し、一番正解率が高いテーブルに景品とし

北島三

北海道の郷土料理で、別名「イモ団子」とも呼ばれています。

和歌山や高知県にもいももちと呼ばれるものがありますが、こちらに

はサツマイモが使われています。

北海道のものはジャガイモです。作り方は簡単で、火を通したジャガ

イモをつぶし、片栗粉を加え練り上げて団子状に成形し、焦げ目が

つくまでフライパンで焼きあげます。タレはお好みで甘辛く味付けし

た醤油やバター・砂糖などで頂きます。機会があればぜひ作ってみ

てください♪

ご当地はなまるちゃん
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平成27年3月20日

ひな祭り特別おやつ。

スタッフ手作りのひし

もち色のゼリーを作

りました。抹茶・牛

乳・いちごミルクの三

層がとても綺麗でツ

ルッと皆さん召し上

がり、美味しい～の

声が飛びかっていま

した。

３月に入り異例の大雪がありましたが、段々と日も長くなり、昼間は少しず
つ暖かくなってきましたね。はなまるの近くの寒桜も花を咲かせ、春の香りを
感じてきた今日この頃。今月も楽しい企画盛りだくさんのはなまる。季節イ
ベントのひな祭りから、１DAY企画などなど。その様子をご覧ください。

ひな祭り
３月２・３・４日と季節イベントのひな祭りが開催されま

した。今回は『カラフルひな祭り』っと題しまして、フロ

アーの飾りもお食事やレクレーション、おやつなどもカ

ラフルにさせて頂きました。毎年スタッフが変装をして

お内裏様とお雛様になりますが、まぁー今年もどこに

も負けない世界に１つだけの変装になりました（笑）

壁紙の前では、男性利用者様は女性スタッフと、

女性利用者様は男性スタッフと写真をパシャリ

♡ひな祭りフォトフレームに貼ってプレゼントさせ

て頂きました！！
なぜか、お内裏様は女性スタッフ、お雛様は男性ス

タッフで素晴らしい出来上がりに？！少し気持ち悪

いような・・・皆さんは実物ご覧になりましたか？

さすが花萬さん！！昨年のひな祭りの昼食とはまた

違ってとてもカラフルなひな祭り膳に。今回のちらし寿

司は綺麗に一人ずつ型どりをして頂き、ちらし寿司の

中には、今回は桜の葉を入れて頂き、春を感じるちら

し寿司になりましたね。

スタッフ手作りのひな祭り特別

ゲーム。皆さんの力強い球が

ビュンビュン。１位の方には特

別景品をプレゼントさせて頂き

ました。

１DAY

中川家のネタをベースに、

結婚できるか張り合った「Wはっ

テツandトモをベースに。

往年のハイヒールのネタで勝

負。 「スニーカーず」は男女コ

今月の１DAYは３月２８日（土）です！

今回は『北海道企画』が開催されます。

当日は、北海道から有名人？？が登

場するという噂を耳にしましたが・・・

是非皆さんお楽しみに。

今や、はなまる交北の月に１回の楽しみ企画１DAY。「次は何をするの

～？」っと楽しみにして頂いている声がよく聞かれ、スタッフも毎月張り

切っています。先月の２月２７日に行われた。１DAY企画は、昨年大好

評だった『はなまる漫才』を行わせて頂きました。昨年とはまた違うコン

皆さん！！最近のはなまる玄関にでているブラッ

クボードはお気づきでしょうか？毎日今日のイベ

ントや昼食やスタッフのつぶやきなどが書かれて

います。はなまるに来られた際、是非ブラックボー

ドを見て下さい。地域の方にはなまるを知って頂く

ため、そして皆さんの楽しみの１つになるようこれ

からもいろいろ書いていきますので、お楽しみに
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平成27年2月20日　

　　　　　毎月20日　発行

はやいもので、平成２７年が始まり、ふた月がたちました。まだまだ寒い日が続きますが、段々

と日も長くなり、春がもうそこまでやってきています！１月２８日には、はなまる大喜利、２月に

なってからは、節分祭り、バレンタイン企画と行事も盛りだくさん。皆さんで一緒に盛り上がり

ました！！

２月４～６日の３日間は節分祭りを行いました。今

回は節分に登場する鬼とお福さんの物語を紙芝

居でやってみました。それは普通の紙芝居とは

ちょっと違う感じに・・・！？

途中で鬼やお福さんが登場し、紙芝居の物語を再現！ベタ

な？アドリブで分かり易く！？フロアは大爆笑！

おやつには、鬼の顔にデコレーションし

た可愛いシュークリームをお出ししてま

す。食べるのがもったいないとの声も

(^O^)

食事には「花萬さん」自慢の巻き寿司を食べ

て頂きました。スタッフも巻き寿司作りに挑

戦！皆さんの前で緊張しながらも、なかなか

うまく巻けてましたよ！ワイワイ楽しい時間で

した。

今年もやります、思いっきりの１day企

画！！今年１発目は、去年好評だった

「はなまる大喜利」の第2弾！人気テレ

ビ番組、笑

２月１４日はバレンタインデー❤日頃から仲が良

い？？男女スタッフがそれぞれペアを組んでゲームに

挑戦！！二人息を 合わせてストローでピンポン玉を運

んだり、 　女性が男性にお化粧したりで、ベストカップ

ルを競いました❤❤❤・・・！？

皆さんには甘くて美味しい『チョ

コレート大福』を作って食べて頂

きました～❤❤❤

ベストカップル決定！！

まさに息ピッタリな２人♪

独特の緊張感の中、珍解

答続出！ご利用者様は、

「しりとり」で参戦 ♪♪
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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★

毎年恒例、スタッフ演奏。きよしこの
夜、赤鼻のトナカイ、ジングルベルの
３曲。練習の成果を発揮し、いい演
奏ができました～！

☆クリスマス会☆

…2014年もサンタ＆トナカイが大暴れしたぞ！～コント～

パントマイム
ハンドベル

Ｘmasスペシャルランチ＆おやつ

悪者にプレゼントを奪われたサンタとトナ
カイ。弱っちいサンタは、謎の老師の修行
を受け、見事プレゼントを取り返すので
す！

…厳しい修行

おっちょこちょい

サンタ＆トナカイ
謎の老師との…

悪者たちとの死闘。

いざ！真剣勝負！！

メリ～クリスマス～！

また来年～！！

こちらは、初挑戦のパントマイム。「はなまるちょば」の２人が荒削り
（笑）な芸を披露しました。怪しい箇所も数カ所ありましたが、ご愛敬。
つっこみいっぱい、笑いいっぱいでしたよ～！

あれ？カバンが

動かないぞ～？！

エスカレータ―で

降りてま～す❤

これは、

エレベーターなのです！

煮込みハンバーグにえびピラフ、特製
オードブルには、ちらし寿司、からあげ、

海老フライともうパーティー気分満点。
おやつは、ブッシュ・ド・ノエルの飾り付

けを皆様と一緒に。おいしい昼食、おい
しいおやつ…☆

見事な殺陣を披露。

★12月の1DAY企画は…何でも大賞王座決定戦

ご利用者様は、それぞれ色ゼッケンのスタッ
フを応援。サンタにトナカイ、トラに巫女…。何

とも激しく、おもろ～いバトルが繰り広げられ
たのでした！マジきついっす～！！

７本勝負

笑顔いっぱいの一年になりますよう

年に一度の手工芸クラブ！今回は羊

の置物にチャレンジしました。

赤い座布団は手芸クラブの担当。メイ

ンの羊は工芸クラブで作り、それぞれス

タッフと一緒に頑張りました(^O^)♪
皆さん一生懸命です！

モコモコ可愛い羊❤

2015年も手芸・
工芸共に皆さんに
喜んで頂ける作品
を作って行きます
★

桜えび餅
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