
（29年12月号）

まちがい探し（計５ヶ所あります）

　 ～クリスマス～

レンタル通信Vol 77
こんにちは！もう今年も終わりに近づいてきましたね。

今年のやり残したことはございませんか？もうあと 1 ヶ月しかないですよー！！

やり残したことで多いのは、 旅行、 勉強、 仕事、 大掃除などみたいです。

仕事と勉強が多いのは、 日本人の真面目な性格が反映されていそうですね。

今年も 1年頑張ったご褒美に、 旅行などに行かれてはいかがですか？ (^O^)

12月もはなまるレンタルサービスは全力で頑張って参りますので、 宜しくお願い致します！ （柳）

大根 1/2本 
かぼちゃ 250g
(大根と同じくらい)
豆乳  300ml 
コチュジャン

 小さじ1～2 
塩 適量

★ごま油  大さじ2 
★おろしにんにく  小さじ1 
★酒 大さじ2 
★醤油 大さじ1 

  少  々

旬の南瓜と大根で一品！

南瓜と大根のうまホカ煮☆ 
1、大根は皮を剥き1センチのいちょう切りにする。水を浸した
　耐熱容器に入れて10分間レンジに。柔らかくなったことを
　竹串で確認。
2、かぼちゃも薄さ1センチほどの一口大に切り、ラップをして
　レンジで3分チンして柔らかくなったことを確認 。
3、深底のフライパンもしくは鍋に★を入れて炒める。
4、火が通ったら1、2と豆乳300ml、塩、コチュジャンを入れて
　火にかける。
5、沸騰しかけたらとろ火にし、塩で味を整えながら2、3分
　煮込んで完成。
コツ・ポイント
あまり煮込まなくていいように、大根とかぼちゃをレンジ
でチンしておきます。特に大根は透明になって、しっかり
柔らかくなったことをを確認してください♪

クッキング☆★

HANAMARU

HANAMARU

電話：072-813-8340

FAX：072-813-8341

上記のご注文・お問い合わせは

　

イチオシ 商
品

はなまるレンタルサービス

「座ると手すりだけでは立ち上がりにくい方」
や「立ったままの動作が不安定で足腰に負担が
かかる方」が、面で体を安定して支える事で立ち
上がりをサポートし、手すりにつかまる事で
立ったままの動作を楽にできます。

面は折りたたみ可能なので、使わない時は
スペースを有効に使えます！

63㎝

42.5㎝

45㎝

35㎝
 ～
50㎝

70㎝
 ～
85㎝

78㎝↕
↕

↕ ↕

↕
↕

さまざまな場所にマッチ！
防水マットなので脱衣場などにも使用可能。
面を折りたたむ事によって家族の生活の
邪魔にもなりません。

よく使う上部手すりに
冷たくない滑り止めの
ラバーグリップ搭載

ベースの縦、横、中央にも
設置可能でスペースを有効利用

身体寸法、使用環境
に合わせ手すりの高さ
調整可能

※面と手すりの高さは
　連動しており、別々に
　設定する事はできません

サイズ：ベース：63×78㎝（ベース厚さ1㎝）
　　　　手すり高さ：70～85㎝（3㎝ピッチ調整可能）
　　　　平面部高さ：35～50㎝（3㎝ピッチ調整可能）
材質　：ベース、手すり：スチール
　　　　平面部：ポリエチレン
　　　　手すり被覆部：エラストマー
　　　　カーペット：合成繊維
重量　：24㎏
TAIS　：00980-000315

1割負担：300円/月
2割負担：600円/月

折りたたみ可能な面手すり

メーカー：パナソニック
使用者最大体重：100㎏

スタンディ
レンタル貸与手すり

間違い探し答え



まちがい探し （計５ヶ所あります）

レンタル通信Vol76（11 月号）

　早いもので今年もあと二ヶ月となり、段々と肌寒くなってきましたね。

さて、11 月には将棋の日 (11 月 17 日 ) があるのを皆さんはご存知でしたか？

江戸時代、将棋好きであった徳川吉宗が制定されたと言われています。

現在、空前の将棋ブームですが、はなまるレンタルサービスは常に皆様のブームで

あり続けられる様これからも精一杯頑張ります (*^_^*)( 植田 )

北吉 有元

クッキング

材料 （２人分）
茹でたけのこ 100g
豚肉こまぎれ 200g
ししとう1パック（10本）

たけのこ入り豚肉のピリ辛韓国風プルコギ♪
☆作り方☆
①.茹でたけのこを一口大に切る。ししとうは爪楊枝などで
　穴を開けておく。
②.●の材料を混ぜ合わせ、その中に豚肉と①のたけのこ、
　ししとうを加えて和え、　5～10分ほど馴染ませておく。
③.②を強火のフライパンで一気に炒めると出来上がり。

千
歳
飴

～紅葉と音楽隊～

●ヤンニョムコチュジャン　大さじ1
●ごま油　小さじ1
●酒　小さじ1
●砂糖　小さじ2
●にんにく（みじん切り）1片分

ｲﾁｵｼ製品情報

HANAMARU

はなまるレンタルサービス

電話：072-813-8340
FAX：072-813-8341

ご注文・お問い合わせは⇒

月額レンタル料金
1割 150 円/2割 300円

ﾒｰｶｰ：ｱｼｽﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社

歩行の推進力をしっかりアシストすることで
歩行姿勢を改善する杖です。

介護保険適用　歩行補助つえ



まちがい探し （計５ヶ所あります）

レンタル通信Vol 75（1０月号）

朝晩めっきり寒くなってきましたが、体調崩されておられ

ませんでしょうか。日中はまだ暖かいので、服選びが難しい

今日この頃ですね。気付けば本年度も残すところ３ヵ月、

仕事もプライベートも計画的に頑張って参ります！！　（脇）

北吉 有元

クッキング

～ HAPPY HALLOWEEN～

HANAMARU

レンジで簡単！
☆ごはんが止まらないかぼちゃのおかず☆

3（   料材 ～4 人分）  

南瓜 1/2 個（約 400g） 

■ ★  

ツナ缶 1 缶 

中華だし ( 顆粒 )  小さじ 2 

ごま油  小さじ 1 

砂糖 小さじ 1/2 

塩 少々 

胡椒 少々 

■ 仕上げ用  

胡麻 大さじ 1

①南瓜は種を取り除き2～3cm角に切る。

②大きめの耐熱皿か耐熱容器に南瓜と★の材料
　を入れてラップをし、600wのレンジで5分加熱。

③加熱後全体を混ぜたら再びラップをし、
　600wのレンジで3分加熱。

④楊枝を刺してみて南瓜が柔らかくなっていたら
　仕上げの胡麻を加えて全体をよく混ぜたら出来上がり。  
 

ｲﾁｵｼ製品情報

はなまるレンタルサービス

電話：072-813-8340
FAX：072-813-8341

上記のご注文・お問い合わせは⇒

ヘルシーワン・ライト

ハンドル

5 段階

小回り

ｷｬｽﾀｰ

 折り

たたみ

駐車用

ｽﾄｯﾊﾟｰ

試し利用できます！

 つえ

傘立て

　

安心の

反射板

  手元

ブレーキ

販売元：株式会社ウェルファン



レンタル通信Vol 74
（9 月号）

まちがい探し （計５ヶ所あります）

お月見

　9 月といえば「お月見」ですよね！そこで２０１７年の十五夜（中秋の名月）を調べてみたところ、

今年はなんと 10 月 4 日（水）です。十五夜は旧暦の 8 月 15 日を指しており、必ずしも 9 月中に訪れ

るとも限らないみたいです (^_^;) まだまだ残暑の厳しい日が多く、雨や台風の多い気象の変化も激しい９

月です。体調や移動時には十分に気をつけながらお過ごし下さい (^_^)　　　　　　　　　　　　（北吉）

答えは裏面にあります

HANAMARU

クッキングシャキシャキがたまらないレンジで作れる

「豆苗の豚巻き☆」

材料 （3～4人分）
豚バラ10枚
豆苗1パック
ゴマ適量

★作り方★
1.豆苗はヘタをとり水でサッと洗う。
2.豚バラを一枚ずつひろげ、豆苗を適量巻いていく。
3.耐熱皿に並べて、ラップをして電子レンジ1000wで6分チンします。
4.豚肉に火が通ったら★の材料を混ぜて上からかけて、最後にゴマ
をかけて出来上がり！

コツ・ポイント
少し油っぽいのが気になる方は、
柚子ポンで召し上がってください！
これもサッパリでおいしいです(*^^*)

★醤油大1.5
★胡麻油 小1
★乾燥赤唐辛子適量 HANAMARU

はなまるレンタルサービス

電話：072-813-8340
FAX：072-813-8341

まちがい探しの答え 上記商品のご注文・お問い合わせは

『サイドグリップ』

利用者負担1割 100円／月
利用者負担2割 200円／月

サイズ
全長／82.2×全高52.3cm
重量／6.8kg
メーカー／パラマウントベッド
ＴＡＩＳコード／00170-000897

介助バー同様にベッドへしっかりと固定ができ、短めのサイドレールと同程度の長さなので、
ベッドへの出入り動作の邪魔にもなりにくいです。

HANAMARUイチオシ 商品

ベッドにしっかり固定ができる、
開閉部がないコンパクトなベット用手すり！

背あげしたときや端座位を
とったときにグリップがつかまり
やすいところにくる設計です♪



レンタル通信Vol 73
（H29 年８月号）

脳トレ問題

HANAMARU

夏の耐え難い暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか？
夏といえば“蚊”が困りますよね ( ;∀;) 皆さんは蚊が寄ってきやすいタイプの人って
ご存知ですか？蚊を寄せつける 2 大要因は、温度と二酸化炭素。飲酒後や風呂上がり
は体温が上がり、蚊を寄せつけます。息切れしやすい人も二酸化炭素をたくさん吐き
出すため、やはり蚊の餌食になりやすいようですよ !(^^)!( 多々野 )

クッキング☆★
ご飯がすすむ♪豚肉となすの味噌炒め☆

HANAMARU

おつまみにも

最適ですよ♪

作り方

①A を混ぜ合わせておきます。

②豚バラ肉は２～３ｃｍ長さに切ります。

③ナスはガクを落とし、縦に半分に切り、１ｃｍ巾の半月切りにします。

④ピーマンは、縦に半分に切りヘタと種を取り、横１ｃｍ巾に切ります。

⑤フライパンにオリーブオイルを熱し、中火で豚肉をこんがり炒めます。

⑥（5）に、（3）、（4）を加え炒め合わせ、全体にしんなり火が通ったら

（1）を廻し入れ、ざっくり混ぜ合わせ火を止めます。

⑦器に盛りつけて出来上がり♪

材料：2 人分

・豚バラ肉　１００ｇ・なす　２本・ピーマン　２個

・オリーブオイル　小さじ１

調味料 A【( 味噌、酒　各小さじ１) 砂糖　小さじ２

しょうゆ　大さじ 1/2 ～ 1】

Q: それぞれの漢字の中に一つだけ違う漢字が

　 混じっています。見つけられるかな？

秒
以
内
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
方
⬇
優
秀
で
す

１５

製品情報ｲﾁｵｼ

＜お問合せ＞

電話：072-813-8340
FAX：072-813-8341

介護保険車いす貸与

　介助用ティルト＆リクライニング車いす　くるーん
特徴1 ：

特徴2 ：

特徴3 ：

すきまレスピローで頭を保持！

スキニーズベルトで背中を保持！

ぴったりフィットでお尻を保持！

↑アームレストは跳ね上げ＆高さ調整可能！

・大粒ビーズが頭部の動きに追従し、しっかりと保持！
・左右に取り付けられたアジャスタのヒモを引くだけで
　枕の厚さを簡単に変えられます！（約9cm～17cm）
・左右独立して厚さ調節ができるため、
　様々な姿勢に合わすことができます！

・左右独立した背張り調節機能！
・背中の張り調整部に伸縮する部分を設けました！
・リクライニングしてもベルトが身体に追従しフィット！
　スキマを見ながらベルトの張り調整が簡単にできます！

・ティルトとリクライニングがひとつになった、
　ぴったりフィット機構！
・バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返し
　ても、お尻がズレにくく、安定した座位が保てます！

新しい背張りと頭部ピローにより、しっかり姿勢保持！

TAISｺｰﾄﾞ： 00160-000250
耐荷重　： 100kg
 ｼｰﾄ幅　： 42cm
 ｷｬｽﾀｰ　： 6インチ
 重量   ： 21.5kg　

１割負担  900円/月　
２割負担 1800円/月

A: 脳トレの答え

見つけました？



製品情報ｲﾁｵｼ

＜お問合せ＞

電話：072-813-8340
FAX：072-813-8341

歩行補助つえ貸与

１割負担　 100円　
２割負担    200円メーカー

間
違
い
探
し
答
え

レンタル通信Vol 72
（7 月号）

　今年も夏がやってきますね！！海やプール、お祭りに花火…楽しいイベント

が待っています！でもその前に梅雨が明けてくれない事にはスッキリしません

よね。今年の近畿地方の梅雨明けは7月16日～7月26日頃だそうです！はなま

るは梅雨の雨や暑さにも負けず、皆様のお役に立てるよう頑張ります！(河上)

まちがい探し （計 6 ヶ所あります）

～海の仲間たち～

クッキング

HANAMARU

～簡単おいしい！マグロのポキ～
ハワイ料理”ポキ”の日本風アレンジです。
冷やしてお酒のお供にも！

）分人２（ 料材
まぐろ（赤身）２００ｇ
万能ねぎ２～３本

★しょうゆ大さじ２　　　　　★ごま油小さじ１
★みりん小さじ1

★練りわさび小さじ１/２～

2.まぐろはサイコロ状
に、ねぎは１～２ｃｍ
の長さの輪切りに切っ
ておきます。

3.ボウルに（2）、（3）を
混ぜ合わせ、いただく
直前まで冷蔵庫で冷や
しておきます。

4.器に盛りつけ（1）を
混ぜ合わせて、出来上
がりです。

1.★を混ぜ合わせ、タ
レを作っておきます。





（29年5月号）

まちがい探し（計５ヶ所あります）

　 ～こどもの日～

レンタル通信Vol 70
こんにちわ！はなまるレンタル通信 5月号担当の柳です (^○^)

5月と言えばゴールデンウィークですね！皆さまはどこかにお出かけになりますか？それとも家で

ゆっくりされますか？どこに行っても渋滞や人がいっぱいのイメージですよね ・ ・ ・

そこで私の関西おススメ穴場スポットは、 奈良の 「天川村」 です！自然がたくさんあり、

身も心もリフレッシュできるのではないでしょうか♪比較的、 混雑も少ない （ネット情報）

ようですので、 お時間ございましたら是非是非行ってみてください★☆

今月もはなまるレンタルは元気いっぱいで頑張りますので宜しくお願い致します！！

ごぼう 70g 
にんじん 35g 
きぬさや 2枚 
水煮ツナ 1缶（70g） 
炒りごま 大さじ1と1/2 
黒酢（普通の酢でも）  大さじ1 

醤油 大さじ2/3 
塩、黒こしょう 少々

今晩のおかずにあと一品！

ゴボウと水煮ツナのサラダ☆ 
1、きぬさやは塩ゆでして太めの千切りに。ごぼうとにんじんも
　太めの千切りにして熱湯で30秒程度茹でる。
　
2、すり鉢で炒りごまをしっとりするまで良くすり、黒酢、醤油、塩、
　黒こしょうを加えてドレッシングをつくる  

3、水気を切った１と水煮ツナを２に加えて和えて出来上がり。
　時間があれば冷蔵庫で馴染ませるとより美味しいです。

コツ・ポイント
ごまはしっとりするまで良くするのがポイントです！
これでノンオイルドレッシングでもコクが出て具材との
味馴染みも良くなります。

クッキング☆★

HANAMARU

電話：072-813-8340

FAX：072-813-8341

上記のご注文・お問い合わせは

　

 

 

 

イチオシ 商
品

はなまるレンタルサービス

skit500 skit600
自走型 介助型

車いす

メーカー　ミキ

●回転手押しハンドル
手押しハンドルを内側に
たためて収納。全長がよ
りコンパクトに。車いす
を押す時もハンドルが握
りやすく、とても便利です。

●座面高モジュール
身体状況や使用環境の
変化に応じて、車輪の
取り付ける位置により
高さの調整ができます。

●レッグレスト角度調整
左右独立してフット、レッグサポート
の角度調整ができます。
（0～22.5°、4段階）

品番：SKT-500
TAIS：00122-000553
重量：18.0㎏
耐荷重：100kg
座幅：40cm
前座高：40・42.5cm （低座面）
背もたれ高：89cm 
肘掛け高さ：22cm
寸法：全幅53cm×全長90～100.5cm×全高89cm
　　　※使用時のサイズです。

品番：SKT-600
TAIS：00122-000554
重量：17.5㎏
耐荷重：100kg
座幅：40cm
前座高：40・42.5cm （低座面）
背もたれ高：89cm 
肘掛け高さ：22cm
寸法：全幅49cm×全長90～100.5cm×全高89cm
　　　※使用時のサイズです。

抜群の小回り！コンパクト6輪車椅子。
廊下の角などの狭い住宅内もスイスイ。

手押しハンドルを内側に
たためて、全長80.5㎝と
非常にコンパクト。
狭いスペースでも回転、
曲がる事ができ、部屋と
廊下の境目の約2、3㎝の
段差も前輪を持ち上げて
ヒョイッと乗り越えられ
ます。足こぎにも便利な
低座面仕様です。

シートカラ—

レッド ブルー

1割負担　700円
2割負担　1400円

　　※回転半径
自走型・介助型共に45㎝

（手押しハンドル折りたたみ時）



まちがい探し （計５ヶ所あります）

①キャベツの葉は破れないように剥がし、耐熱ボウルに入れ、
　ふんわりとラップをかけて600Wの電子レンジで2分加熱する。
②ボウルから取り出し、芯を包丁でそいで冷ます。玉ねぎはみじん
　切りにする。
③ボウルに合い挽き肉と玉ねぎ、パン粉、卵、牛乳、塩、
　こしょうを入れて粘りが出るまでこね混ぜ、8等分にする。
④②のキャベツを広げて③のたねをのせてくるむ。これを8つ作る。
⑤底が広めのフライパンに④を重ならないように、詰めて並べる。
⑥野菜100％ジュースとコンソメスープ
　の素を入れて火にかける。
⑦煮立ったらアクをすくって15分ほど煮る。塩、こしょう、しょうゆ、
　砂糖で味を調える。器に盛り、お好みでパセリを散らす。

野菜ジュースでコクうま♪ロールキャベツ 
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・しょうゆ　大さじ1
・砂糖　小さじ1
・パセリ(みじん切り)　適宜

・しょうゆ　大さじ1
・砂糖　小さじ1
・パセリ(みじん切り)　適宜

・コンソメスープの素　小さじ1・コンソメスープの素　小さじ1

（29年4月号）

～花見～

　　　　材料   （4人分）  
・キ菜100％ジュース　400cc
・キャベツ　外側の葉を8枚  
・合い挽き肉　300g
・玉ねぎ　1/2個
・パン粉　1/2カップ
・卵　1個
・牛乳　1/4カップ
・塩、こしょう　各少々

　　　　材料   （4人分）  
・野菜100％ジュース　400cc
・キャベツ　外側の葉を8枚  
・合い挽き肉　300g
・玉ねぎ　1/2個
・パン粉　1/2カップ
・卵　1個
・牛乳　1/4カップ
・塩、こしょう　各少々

暖かな春の日ざしがなによりうれしい季節となりました。
もうお花見にはお出かけになられましたか？
お花見の際によく見かける三色団子ですが、実は並び順には意味があるのを
ご存知でしたか？『赤』いつぼみがついた後、『白』い花が咲き、花が
散った後は『緑』の葉が成長していく様子を表しているそうです。
私たちもはなまるな笑顔を皆様にお届けできるよう精一杯頑張って参ります！
今月も宜しくお願いします！！！ ( 植田 )

暖かな春の日ざしがなによりうれしい季節となりました。
もうお花見にはお出かけになられましたか？
お花見の際によく見かける三色団子ですが、実は並び順には意味があるのを
ご存知でしたか？『赤』いつぼみがついた後、『白』い花が咲き、花が
散った後は『緑』の葉が成長していく様子を表しているそうです。
私たちもはなまるな笑顔を皆様にお届けできるよう精一杯頑張って参ります！
今月も宜しくお願いします！！！ ( 植田 )

HANAMARUイチオシ 商品

和室の竿天井等円形のベース
では取付けが困難な場所に
使用します。

部屋の角等へ取付ける際に
使用します。

住宅改修のできない空間や玄関先はもちろん和室にも対応。

基本セット　丸耐水(Ｔ耐水)
品番：BPE-100-81(80)
TAISコード：00254-000054(53)

天井と床があれば取り付けができ、単に握るだけの手すりではなく、
『移乗』『移動』『立位』を目的とした手すりです。

はなまるレンタルサービス

電話：072-813-8340
FAX：072-813-8341

　　　ご注文・お問い合わせは⇒
HANAMARU

専用オプション

1割　350円
2割　700円

屋外対応耐水ベース手すり

品番：BPE-300-70
全長：405mm
本体から持ち手長さ(内寸)：75mm
握り部直径：φ3.5cm

利用者負担
1割　150円
2割　300円

品番：BPE-300-60
全長：598mm
本体から持ち手長さ(内寸)：75mm
握り部直径：φ3.5cm

利用者負担
1割　200円
2割　400円

品番：BPE-300-50
全長：595mm
本体から持ち手長さ(内寸)：101mm
握り部直径：φ3.5cm

利用者負担
1割　200円
2割　400円

屋外でも使用可能になりました！

メーカー：DIPPERホクメイ

間違え探し答え

グリップアーム-e3P グリップアーム-e5P グリップアーム-e5P斜

耐水ベースに変える事で

利用者負担
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（3 月号）

寒さの中にも日差しが暖かく感じられる今日この頃、春が来るまでもう一息ですね♪

この時期といえば・・・そう！花粉が飛び交う時期です！！個人的には歳を重ねる毎に

症状が酷くなっている気がしております(>_<)感染症対策に続いて花粉対策もしっかり行い、

皆様に元気をお届け出来る様、今月もスタッフ一同頑張って参ります！！！（脇）

卒業式

クッキング ★ワカサギのから揚げ★

①まずは、ワカサギ釣りへ♪

　頑張って釣り上げましょう！

）。すで夫丈大もでのもの販市（ 

　

　

②ワカサギに感謝の意を伝え、

　から揚げ粉を付けて揚げれば完成！

☆じっくり揚げるのがポイントです。

　

　

～材料～

・ワカサギ

・市販のから揚げ粉

・油

HANAMARU

まちがい探し（計５ヶ所あります）

卒業式

HANAMARU

HANAMARU

第 3回 津風呂湖ワカサギ釣り大会にて。

Facebook津風呂湖観光協会 も見てね♪

製品情報ｲﾁｵｼ

木製ボード

☆低床＆垂直昇降

☆ハイバックサポート機能 ☆膝位置のフィッティング機能

☆背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

ポジショニングベッド専用機能

ベーシックベッド・ポジショニングベッドの共通機能

利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更無し
でひざ脚ボトムの屈曲位置を２段階に調節可能。
ズレの少ない快適な姿勢をサポートします。

背上げを「ハイバック：頭-背部」と「ローバック：
腰部」の二つに分け、それぞれの角度を自動で調節
しながら背上げを行います。自然なリクライニング
姿勢により、床ずれ・誤嚥リスクを低減します。

床面高は最低位15㎝から最高位57㎝
まで昇降でき、ベッドからの立ち上が
りや介護する方の負担を軽減します。
また、昇降の際にベッドが垂直に昇降
するので設置面積が少なく済みます。

背ボトムを後方に4㎝スラ
イドさせて上半身を起こし、
背圧・腹圧を軽減します。
背上げ時に発生する背圧を肩
の付近にかかるように設計し
ており、肩の後ろに手を差し
込むだけで大幅な除圧が可能
です。

はなまるレンタルサービス

電話：072-813-8340
FAX：072-813-8341

　　　ご注文・お問い合わせは⇒
HANAMARU

HANAMARU

間違い探し答え

ベーシック ポジショニング

単位数

２モーター

３モーター

２モーター

800単位

900単位
３モーター

1000単位

900単位

寸法 全長：樹脂211㎝（ショート201㎝）
　　　木製207㎝（ショート197㎝）

２モーター
樹脂00631-000336/木製00631-000337
３モーター
樹脂00631-000346/木製00631-000347

２モーター
樹脂00631-000331/木製00631-000332
３モーター
樹脂00631-000341/木製00631-000342

TAIS

全幅：100㎝

（プラッツ）
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（2 月号）

　春とは名ばかりのきびしい寒さが続いておりますが、体調を崩されてませんで

しょうか？2月といえば節分！節分に食べる「恵方巻」の恵方とはその年の福徳

を司る歳徳神（年神様の別称）のいる方向でその方向に向かって事を行えば何事

も吉とされているみたいです！2017年の恵方は北北西です。2月3日は恵方巻

を食べて福を呼び込みましょう！！！　（北吉智弘）

まちがい探し （計５ヶ所あります）

節分

クッキング 簡単☆やみつき♪豚と白菜のオイ酢ター炒め
♡シンプルな材料でもすごく美味しく出来ますよ♡
☆ぜひ一度お試し下さい♪

1.豚肉は一口大に切る。
白菜は、硬い芯の部分は１cm幅に、
柔らかい葉の部分は一口大に切り、
２つに分けておく。

2.フライパンにごま油と
生姜を入れ火にかけ、香
りが立ったら豚肉を入れる。
若干強めに塩こしょうをし、
色が変わるまで炒める。

3.白菜の硬い部分だけを入れ、
しんなりしたらオイスターソース
と酢を加える。白菜に少し色が付
くまで炒め、味を染み込ませる。

4.葉の部分を入れ、
全体を絡めるよう
に炒める。葉がしん
なりしたら味見をし、
薄ければ調味料を足
す。盛り付けて完成☆

材料 （２人分）
豚バラ薄切り肉100g
白菜160～170g(中サイズ２枚程度)
生姜みじん切り (あれば)1/2片程度

オイスターソース 大さじ１
酢大さじ１ (酸味が苦手な方は2/3、お好きな方は～1.5)
ごま油 大さじ１
塩こしょう適量 (飾り用)針唐辛子、青ねぎ、白髪ネギ などお好みで

ｲﾁｵｼ製品情報

HANAMARU

はなまるレンタルサービス

電話：072-813-8340
FAX：072-813-8341

上記のご注文・お問い合わせは⇒

座位から立位に、そして座位に。　

簡単な操作で移乗をサポート
介護保険 :福祉用具貸与（移動用リフト）

超コンパクトサイズ！

96cm

50
cm

★適応条件
【身   長／体   重】
　145㎝～175㎝／100㎏未満

【身体機能】
・ベットに自力または一部介助で端座位が可能な方
・座位から立位までの下肢関節の可動域がある程度
　保たれている方
・片まひ、両下肢まひ、四肢まひがあっても、下肢に
　体重をかけることが可能な方

負担なく毎日の移乗介助ができます 立つことでリハビリ効果が期待できます

ベッド⇔車いすの移乗に スタンディングマシーンとして
洋式便器への移乗や衣服着脱が可能に

トイレでの排泄ケアを可能に

サイズ：幅 50.5×高さ 135.7×奥行 96cm
重量：37kg（耐荷重 100kg）
材質：〔本体〕スチール製
メーカー：アイソネックス
※バッテリー内蔵型 ( 家庭用 AC100V で充電 )　　
※モデルが装着している各種スリングシートは別売です。

JANコード：4560232694119
TAIS コード：00149-000006

スカイリフト 2009U 仕様

スカイリフト

（税別）各

Mサイズ・Lサイズ

35,000

サポートスリング SS-202

エアスリングAS-201

▲エアクッション内蔵

6214962320654）ズイサM（ ： ドーコNAJ
　　　　　（Ｌサイズ）4560232694164

TAISコード 200000-94100 ： 

座った姿勢で使えるので初めての方でも安心です

手早く装着できて、ズボンやパンツを
着脱できるので排泄ケアに最適です

￥

Mサイズ・Lサイズ

32,000
3314962320654）ズイサM（ ： ドーコNAJ

サイズ）4560232694171

TAISコード 300000-94100 ： 

￥

介護保険 : 特定福祉用具購入（移動用リフトのつり具の部分）

スカイリフト専用スリングシート

利用者負担
1割 1900円
2割 3800円

間違い探し答え
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クロスワード

みなさま、明けましておめでとうございます！２０１７年が始まりました。
昨年はオリンピックがありましたが、今年は、3月から野球の世界大会
WBC(ワールドベースボールクラシック)が始まります。今回で第4回を迎
えます。前回大会(2013年)で優勝を逃している日本(ベスト4)にぜひ優勝
を奪還して欲しいです！頑張れサムライジャパン！（多々野）

クッキング『豚肉のはちみつ醤油』
☆作り方☆
1,●の調味料を混ぜ合わせ、豚肉を漬け込み一晩寝かす
※一晩漬け込むと味がしっかり染み込みます。最低でも
　2時間は漬け込む。
2.豚肉を取り出し、軽く汁気をとる。※漬けだれは後で
　使うのでとっておく。
3.フライパンに油を熱し、焼き目がついたら弱火にし、
　何度か返しながら全体で10分～15分位かけて、中まで
　じっくり火を通す。
4.全体に火が通ったら、残っている漬けだれを加え弱火
　にして豚肉を絡める。照りが出たら火を止める。
5.アルミホイルに豚肉を包み、旨みを閉じ込める。粗熱
　がとれたら切り分ける。

材料
豚ひれ肉　350～400g
(ロースもOK)
●しょうゆ 大さじ4
●はちみつ 大さじ3
●酒 大さじ2
●おろしにんにく 少々
●レモン汁 少々
サラダ油 適量

はな ま る

HANAMARU

ワンポイント…

味が浸み込んでいますが、タレが欲しい場合：●の材料を肉汁が残っているフライパンに入れ

弱火で煮詰めると美味しいタレになります。

（1 月号）

　タテのカギ：

  2．粘り気が強く、もちや赤飯にするのに適した米。

  3．利益を失うこと。また、失ったもの。

  4．遠回りすること。

  5．ウリの仲間の植物。実は太く長く、たわしやあかすりにする。

  7．ちょっとした買い物などに使うお金。

  9．自然界のものについて学ぶ教科。

10．おかあさん

12．順に長く並んだもの。並び。

　ヨコのカギ：

  1．全身に毛が生えた四本足の動物のこと。

  3．積み重なったもの。かさなり。

  5．性質や様子が変わること。

  6．ある場所や地位にいるときの気分や感じ。

  8．布・網などの目がゴミ・ほこりなどで詰まること。

11．話し相手および相手以外の話題の男の人を指す。

13．鼻でする息。

はなまる耳より情報
HANAMARU

はなまるレンタルサービス
事業所番号2772404477

枚方市田口1-18-12-104
TEL:072-813-8340
FAX:072-813-8341

http://www.hanamaru-day.com/
↑HPご覧ください↑

クロスワードの答え→
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