
今年もいよいよ最後の月を迎えました

無料体験実施中！土日祝も営業しております。
是非お問い合わせ下さい。
tel 072-861-0001 fax 072-861-0003

担当：赤崎・松本

料理長の手作りおやつも利用者様から
おいしいと大好評です（*^_^*)

＊さつま芋とレモンのパウンドケーキ

＊ガトーインビシブル（りんご）

いつもお世話になりありがとうございます。
いよいよ最後の月を迎えました。
今回の食事イベントは・・・♬ ♬

クリスマス会 です
花萬料理長自信作のクリスマス料理となっています✨✨
一押しのミートローフやカニグラタン、きのこピラフ
ツナと野菜のトマトスープその他豪華な洋食メニュー(^.^)

ぜひ皆様、たくさんのご参加お待ちしています(#^^#)

2020年12月号 No.9
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無料体験実施中！土日祝も営業しております。

是非お問い合わせ下さい。

tel 072-861-0001 fax 072-861-0003
担当：赤崎・松本

料理長の手作りおやつも利用者様から
おいしいと大好評です（*^_^*)

☆行楽御膳☆お品書き

・かまど炊き山菜ごはん

・唐揚げ、海老フライ

・五目玉子焼き

・たこさんウィンナー

・ほうれん草お浸し

・味噌汁

＊どらやき

いつもお世話になりありがとうございます。

秋も深まり、日に日に朝夕は冷え込むようになりました。

体調に気をつけてくださいね。

さて、今月の食事イベントは、昨年も大好評でした♬♬

にぎり寿司御膳 です

マグロ､サーモン､鯛、海老、玉子、細巻きその他、茶碗蒸し

小松菜としらすのお浸し、すまし汁となっています。(^-^)

ぜひ皆様、にぎり寿司御膳のご参加お待ちしています(#^^#)

2020年11月号 No.8



担当：赤崎・松本担当：赤崎・松本

１１月はピザを

作っていただきました。

枚方市と言えば菊！
毎日数名ずつ枚方市役所前の菊花展を

観に行ってきました⁉

休憩ではｺｺｱとおやつを召し上がって

いただきました。

マグカップ作りに

挑戦して頂きました。



担当：赤崎・松本

１０月はハンバーガーを

作っていただきました。

綱引きや、借り物競争！

皆さんとても真剣に

取り組まれていました。

スタッフも本気です！

皆さん！綱引きでは

驚異的な力を発揮されました❕

ティラミスを

作っていただきました。
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無料体験実施中！土日祝も営業しております。

是非お問い合わせ下さい。担当：赤崎・松本

tel 072-861-0001 fax 072-861-0003

料理長の手作りおやつも利用者様から

☆秋の味覚御膳☆

お品書き

・きのこご飯

・秋刀魚香梅煮

・胡麻豆腐のくずあん

・松茸と水菜のお浸し

・松茸のお吸い物

＊アップルパイ

いつもお世話になりありがとうございます。

10月に入りました♬ 今年も来ました～～!(^^)!

今月は運動会と食事イベントのコラボ企画です。

釜戸で炊き上げた、山菜ごはん・五目玉子焼き

・唐揚げ・海老フライ・ほうれん草のお浸し・ウィンナー

・お味噌汁と豪華な行楽弁当となっております(*^▽^*)



今回の陶芸教室は

10月28日（水）デザイン皿作りを予定しております。

ご利用日以外の参加希望の方はお気軽にお申し付けください。

ご利用日の方につきましては参加自由となっております。

（別途費用は500円必要となっております）

TEL:0120-001-383 FAX:072-861-0003

窓口：赤崎・松本・岩成

写真はイメージです

いつも はなまるデイサービス山之上 をご利用頂きましてありがとうございます。

ようやく秋らしくなり、空気がひんやりしてきましたね。

9月の陶芸教室では来年の干支「🐮 丑 🐮」作りを行いました。一部ご紹介いたします。

予想以上に難しい『丑』

作りに苦戦しつつも、

熱心に取り組まれて

おります。

耳や角など

細かい

パーツが

沢山💦💦



担当：赤崎・松本はこちらでご覧ください。

9月は胡麻団子を

皆さんに作って頂きました。

9月はあんぱんと

ウィンナーロールパンを

作っていただきました。

9月は来年の干支【丑】

作成していただきます。

完成しました!

毎年好評いただいているお芝居!

今年のお芝居はドリフコントでした!



料理長の手作りおやつも利用者様から

大好評です（*^_^*)

＊レアチーズケーキ

＊プリン

いつもお世話になりありがとうございます。

9月とはいえ、日中はまだまだ暑い日が続きます。

熱中症などに気を付けてくださいね。

さて、今月の食事イベントは秋の旬の食材を使った

秋の味覚御膳 !(^^)！

釜戸で炊き上げた、きのこごはん・秋刀魚香梅煮

・胡麻豆腐のくずあん ・松茸と水菜のお浸し・松茸お吸い物

ぜひ皆様、秋の味覚御膳を食べに来てください(#^^#)

皆様からおいしいと大好評でした♬

無料体験実施中！土日祝も営業しております。

是非お問い合わせ下さい。

tel 072-861-0001 fax 072-861-0003 担当：赤崎・松本



担当：赤崎・松本はこちらでご覧ください。

8月はバナナカップケーキを

皆さんに作って頂きました。

スイカ割り

屋台としてそれぞれのテーブルで

皆様にお料理をして頂きました。

8月はカレーパンを

作っていただきました。

8月はどんぶり茶碗を作成して

いただきます。８/26です❕

おいしい♪



無料体験実施中！土日祝も営業しております。

是非お問い合わせ下さい。担当：赤﨑・松本

tel 072-861-0001 fax 072-861-0003

皆様一生懸命作ってくださいました

料理長の手作りおやつも利用者様から

大好評です（*^_^*)

＊フルーツサンド

いつもお世話になりありがとうございます。

毎日猛暑が続きますが､いかがお過ごしでしょうか？

さて、今月の食事イベントは夏祭り8/11・8/12の

2日間､開催しておりました!(^^)

昼食を屋台メニューにし､焼きそば､ちらし寿司､

フランクフルトベビーカステラ､いか焼きを

皆様と一緒に作りました(^-^)

ワイワイととても楽しい夏祭りになりました♬

次回の食事イベントは9/26(土) 秋の味覚御膳を

予定しております。お楽しみに☆☆☆

＊皆様とかんぱーい(^^)/



tel 072-861-0001 fax 072-861-0003

料理長自信作の豪華な洋食オードブルを

皆様と一緒にいただきました（#^.^#)

料理長の手作りおやつも利用者様から

大好評です（*^_^*)

☆洋食オードブル☆お品書き

・ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝとｱﾎﾞｶﾄﾞｻﾗﾀﾞ

・大葉と梅の冷製パスタ

・鴨ﾛｰｽとｵﾚﾝｼﾞのｼﾞｪﾉﾊﾞ風

・からあげ（ｶﾚｰ風味）

・ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ

＊サマーティラミス

＊フルーツゼリー

いつもお世話になりありがとうございます。

入梅とともに梅雨空が続きますが、お変わりございませんか？

さて、今月の食事イベントは、

夏のおでん御膳 !(^^)!

（オクラ･冬瓜･ミニトマト･ちくわ･うずら･鶏八幡巻）

・オクラととろろかまどご飯、ひすい茄子うざく、

冷製茶碗蒸し となっております。

料理長自慢の夏のおでん御膳、ぜひぜひ

お楽しみにしてください(*^-^*)

2020年7月号 No.4



担当：赤崎・松本

皆さんいつもとても熱心に

取り組まれています。

今回は湯呑みを作って

頂きました。

7月はどら焼きを作って頂きました。

生クリームと小豆をお好みで挟んで

いただき、皆さん食べるときには

生クリームがはみ出している方も・・・

デザートに和パフェ

を皆さんに

作って頂きました。

2日間連続で笑点を

行いました。今いくよくるよ

ではなく、

今ひろみあすか

が参りました。

たこ焼きパン

バターシュガー

ちぎりパン

今回は





2020年6月号　　　No.3

いつもお世話になりありがとうございます。

さて、今月の食事イベントは、和食だけではない！！

洋食も得意な料理長が腕をふるいます!(^^)!

料理長ご自慢の洋風のオードブルです。

スモークサーモンとアボカドサラダ、唐揚げ(カレー風味)

鴨ロースとオレンジのジェノバ風、大葉と梅の冷製パスタ

海老と夏野菜のパエリア、オニオンスープ

となっております。

お楽しみにしてください(*^-^*)

無料体験実施中！土日祝も営業しております。

是非お問い合わせ下さい。

tel 072-861-0001 fax 072-861-0003 担当：赤崎・松本

料理長自信作の皐月御膳を皆様と一緒に（#^.^#)

料理長の手作りおやつも利用者様から

大好評です（*^_^*)

☆皐月御膳☆お品書き

・かまど新生姜ご飯

・太刀魚難波揚げ

（太刀魚･ﾐﾆﾄﾏﾄ･ｽﾞｯｷｰﾆ）

・つるむらさきごま辛子和え

・竹の子の肉詰め煮

・すまし汁

＊プリンアラモード









料理長の手作りおやつも利用者様から

大好評です（*^_^*)

４周年を記念して、お祝い御膳で

皆様と一緒にかんぱーい(#^.^#)

無料体験実施中！土日祝も営業しております。是非お問い合わせ下さい。

tel 0120-001-383 fax 072-861-0003 担当：赤崎・松本

＊壽の型抜きでﾆｯｺﾘ(^-^）

いつもお世話になりありがとうございます。

日ごと春めいてきましたが、

お変りございませんか?

さて、今月の食事イベントですが。。。。

昨年大好評によりご要望にお応えし筍 御 膳♪

豆ごはん、筍･甘鯛･菜の花天ぷら

筍の田楽､筍の饅頭､長芋梅白和え､若竹汁

お楽しみにしてください(*^-^*)

2020年 4月号 No.1



次回の陶芸教室は

4月１５日（水）マグカップ作りを予定しております。

ご利用日以外の参加希望の方はお気軽にお申し付けください。

ご利用日の方につきましては参加自由となっております。

TEL:072-861-0001 FAX:072-861-0003

窓口：赤崎・松本・岩成 写真はイメージです

いつもご利用頂きましてありがとうございます。4月より「はなまるデイサービス山之上」

となりましたので、これからも宜しくお願いします。

3月の陶芸教室では「表札作り」を行いました。一部ご紹介いたします。

とても熱中

されていますね‼



担当：赤崎・松本

4月1日より変更となりました。

ますますパワーアップし、

きめ細かい対応と勢いを増して

頑張っていきますので

引き続きより

よろしくお願い致します。

舞踊も

披露させて

いただきました。

スタッフが

今回のパン作りは

レーズンパンと

たまごパンでした♪

表札を

作成して

いただきました。

赤崎 弘美 松本 飛鳥

管理者 生活相談員
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