
今年も枚方名物

菊花展へ行ってきました♪

今回は表札作り
に参加いただきました

フィレオフィッシュと

ポテトフライ

を赤﨑・松本が

実演しました♪



障害物競走や借り物競争

職員も仮装して皆さんと一緒に盛り上がりました♪

選手宣誓！

今回はマグカップ作りに

参加いただきました 西木の日：季節のカレンダー作成

河岸の日：フラワーブーケ作りシーサーが焼きあがりました



干支(寅）置物を

作成して頂きました。

愛情たっぷり手作り

ﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ

※感染防止の為、舞台前にパーテーション

を設置しています。

※新型コロナウィルスが

まだまだ猛威を振るっています。

ﾃﾞｲでは感染予防対策に

努めています。

※ご自宅で発熱などの

症状がありましたら、

ﾃﾞｲご利用日ではなくても

必ずﾃﾞｲの方へ

ご連絡いただきますよう

宜しくお願い致します。

はなまる保育園の園児さんが

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを持って来てくれました

大衆演劇では「桶屋」を鑑賞して頂いた後に
ロシアン卵ｹﾞｰﾑを見て笑って頂きました。



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。 担当：赤崎・松本

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

8月イベントの夏祭り、

昼食は屋台メニューを皆様と🎶

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（*^_^*)

いつもお世話になりありがとうございます。

日ごとに秋の気配を感じるようになりました。

今月の花萬スペシャルですが

花萬料理長おすすめ秋の食材を

ふんだんに使用した、豪華な

秋の味覚御膳 です(^-^)

今月も皆様お楽しみに

していてくださいね☆☆

2021年9月号 No.17

＊シフォンケーキ

☆お品書き☆

・かまど栗ご飯

・秋刀魚 有馬煮

・柿白和え

・南京饅頭枝豆射込み銀あんかけ

・木の子汁

満員御礼🎶

ﾉﾝｱﾙｺｰﾙﾋﾞｰﾙとｼﾞｭｰｽで

「乾杯！！」 (*^-^*)



毎日、
お昼に「歩こう会」を行っています。

立ち上がって頂いたり、

フロア内を365歩のマーチを

歌いながら

歩いて頂いています。

※新型コロナウィルスが

まだまだ猛威を振るっています。

ﾃﾞｲでは感染予防対策に

努めています。

※ご自宅で発熱などの

症状がありましたら、

ﾃﾞｲご利用日ではなくても

必ずﾃﾞｲの方へ

ご連絡いただきますよう

宜しくお願い致します。

今年はスタッフの屋台実演で

お料理を召し上がって

いただきました

デザイン皿作りを

開催いたしました。

ピザ作り

開催いたしました。

小物入れ作りをしました。



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。 担当：赤崎・松本

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

初夏をイメージした通りのとても豪華な御膳に

料理長の手作りおやつも利用者様からいつもお世話になりありがとうございます

いよいよ夏本番がそこまできていますね(^.^)

今月の食事イベントですが✨✨

花萬料理長おすすめ

夏をイメージした涼しげな

豪華な御膳となっております(^-^)

今月も皆様お楽しみに

していてくださいね☆☆

2021年7月号 No.16

＊ほうじ茶ムース

☆お品書き☆

・かまど梅じゃこごはん

・鱸(すずき)香母酢幽庵焼き

・夏野菜焼き浸し

・鰻巻玉子

・海老とｱﾎﾞｶﾄﾞ酢味噌和え

満員御礼🎶

「おいしい」と

大好評でした(*^-^*)



リンゴとヨーグルトの

カップケーキ

毎日、
お昼に「歩こう会」を行っています。

立ち上がって頂いたり、

フロア内を365歩のマーチを

歌いながら

歩いて頂いています。

水鉄砲射的ゲーム

1円玉落とし

スーパーボール

すくい

毎年恒例の七夕祭を

開催いたしました。

4つのゲームを回って

楽しんでいただきました。

カエル

ぴょこぴょこｹﾞｰﾑ

♪ワンツー

ワンツー

～♪

完成！



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

洋食オードブルのプレートに皆様喜ばれていました♬

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（*^_^*)

いつもお世話になりありがとうございます。

大好評をいただいております、

今月の食事イベントですが✨✨

料理長自慢の初夏をイメージした

豪華な御膳となっております(^-^)

たくさんのご参加

お待ちしております。☆☆

2021年6月号 No.15

＊紅茶とクルミのカップケーキ

☆お品書き☆

・かまどごはん（とろろ）

・胡麻鯖難波焼き

・小芋ずんだ和え

・海老と玉蜀黍のかき揚げ

・白魚柳川風煮

・梅豆腐

満員御礼🎶

おしゃれなお食事でした

(*^-^*)



羊羹づくりは

実演で♪

和のｹﾞｰﾑで

楽しんで

令和3年よりスタッフが

沢山仲間入りしました

お茶会は「法月雅子」が

お一人お一人に

立てさせていただきます。

気合いの入れすぎで

厚化粧に⁉

毎日、
お昼に「歩こう会」を行っています。

立ち上がって頂いたり、

フロア内を365歩のマーチを

歌いながら

歩いて頂いています。

♪ワンツー

ワンツー

～♪

※作業療法士の
石橋さんが仲間に入りました。

皆さんに様々な角度から

アプロ-チします。
あんみつ作りを

開催いたしました。

シーサー作りを

開催いたしました。



①紅白対抗 玉入れ

②借り物競争

③障害物競走

④スタッフ椅子取り競争

表彰式

今月のおやつ作りは

抹茶マフィン 【甘納豆入り】

を作って頂きました♪

ﾊﾟﾝ作りでは
ポンデケージョ(もちもちﾊﾟﾝ）と

抹茶あんぱん作って頂きました。



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（*^_^*)

いつもお世話になりありがとうございます。
5月に入り、もう暑い日もありますね。

新緑の綺麗な季節になりました(*^▽^*)

4月の食事イベントは、筍 御 膳 でした

・鯛桜花焼き ・筍真蒸揚煮 ・筍木の芽和え

・筍と桜海老の炊き込みかまどごはん ・若竹汁等

またまたとても豪華なお食事でした(^.^)

今月も。。。満員御礼♬

2021年5月号 No.14

＊ブルーベリーマフィン

5月は30日(日) 洋食オードブル となっております♬

ご参加お待ちしています☆☆

旬の筍御膳に皆様「おいしい～！」大喜びされていました♬



コロナが猛威を振るっている中
ではありますが、
見事に咲いた桜を(今年ははやい）
数名ずつで観に行きました！
少しの時間ではありましたが
皆さん喜んでくださいました

今回は、植木鉢を
作成して頂きました。

※マスクは写真撮影時のみ外しています。

ﾊﾟﾝ作りでは
ちくわパンとメロンパンを
作って頂きました。
おやつ作りでは
桜クレープ作りに挑戦しました♪



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

豪華な鯛の姿造りに皆様大喜びされていました♬

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（*^_^*)

いつもお世話になりありがとうございます。
３月に入り、暖かい日が多くなりました。

桜の満開ももうすぐですね。🌸🌸🌸

今回は事業所 5周年お祝い御膳✨✨
・鯛の姿造り(ﾀｲ･ﾏｸﾞﾛ・甘ｴﾋﾞ）･天ぷら

・炊き込みかまどごはん ・すまし汁･デザート等

とても豪華なお食事でした(^.^)

今月も。。。満員御礼♬
たくさんのご参加ありがとうございました(#^^#)

４月は26日（月）となっております♬

2021年3月号 No.12

ノンアルコールビールでかんぱーい🎶

＊いちご大福



沢山の歌手の方に

来ていただき

（演じさせて）ました。

スタッフ間違い探しです。

記念撮影☆彡

5周年を迎えました

黒柳徹子さんの司会 そして・・

加山雄三・和田アキ子

山本リンダ・松田聖子・美川憲一

沢山来られましたよ♪



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

ちゃんこ鍋で皆様と新宴会を行いました（#^.^#)

いつもお世話になりありがとうございます。

2月もあっという間に下旬に入り、

春が待ち遠しいです。☆☆☆

今回は料理長自慢の花萬スペシャル御膳✨✨

・鰤のたたき ・海老淡雪揚げ ・蕪､火取湯葉

・生姜ごはん ・かきたま汁 等

豪華なお食事となっております(^.^)

満員御礼♬

たくさんのご参加ありがとうございました(#^^#)

2021年2月号 No.11

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（*^_^*)

☆新宴会☆

・かまど炊き込みごはん

・お造り

・じゃがいもの揚げ出し

・ちゃんこ鍋



2月は

ちくわパンとあんぱんを作って頂きました⁉

今回は「桃太郎山之上」を

披露いたしました。

赤﨑管理者は桃太郎。

松本相談員はおじいさん、

おばあさんを一人で

演じました♪

1月の山之上神社初詣の

写真をお一人お一人に

手作りフレームでﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

ご利益ありそうですよ



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

料理長自信作の豪華なクリスマスランチを

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

おいしいと大好評です（*^_^*)

☆クリスマスランチ☆

・きのこﾋﾟﾗﾌ

・ｶﾆｸﾞﾗﾀﾝ

・ﾐｰﾄﾛｰﾌ

・ｼﾞｪﾝﾍﾞｰｾﾞ

・ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝｻﾗﾀﾞ

あけましておめでとうございます。🎉

本年もどうぞよろしくお願い致します。

本年度最初のイベントは 新年会 です☆☆☆

ちゃんこ鍋を皆様と一緒に✨✨

その他、お造り（サーモン・鯛）・じゃがいもの揚げだし

豪華なお食事となっております(^.^)

ぜひ皆様、たくさんのご参加お待ちしています(#^^#)

2021年1月号 No.10



コロナウィルスが拡大し、なかなか終息しませんが、

はなまる山之上では、対策を徹底しております。

①マスクの徹底

（ご利用者様、スタッフ共に100％着用）

②換気、空中除菌、加湿

③体調チェック

（送迎前、入室前、食事前の消毒と検温）

④食事、おやつ時のパーテーション使用

毎年恒例の初詣ですが、今年は、なんと

「はなまる山之上神社」でのお参りとなりました。

みんさん、新年初めてデイに足を踏み入れらえたとき

には大きな鳥居に笑顔で驚かれていました！

ご利用者様の

「かす汁最近食べてないな～」「昔よく作ったんよ」の声に、

ではやりましょう！ とすぐに実施しました（笑）
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