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　       令和元年１１月発行　　　

いつもユーフィット高殿をご利用いただき誠にありがとう

ございます。気温がグッと下がり、冬の気配が近づくこの

時期には、風邪やインフルエンザの予防を行い、ご利用

者様が元気に運動して頂けるように努めて参ります。

今月はご利用者様の日々のお困り事やお悩みの声を

お聞きして、新たに取り組み始めた２つの運動の様子を

お伝え致します。

随時、無料体験や施設内見学もお受け致します！

お気軽にお問い合わせくださいませ

ＴＥＬ ０６－６９５８－３０３３ 管理者 小畑 陽平(ｵﾊﾞﾀ ﾖｳﾍｲ)

両手を使って「２つの事を同時に行う」、

「左右で違う動きをする」

慣れない動きで脳を混乱させ、

「声が出にくくなった」 「ムセやすくなってきた」

ご利用者様の口腔や、食事に関するお困り事に対して

ユーフィット高殿では集団体操に、パタカラ口腔体操や

早口言葉で口や舌の筋肉を鍛える運動を行っています。

ご希望の方には、ご自宅でも出来るように口腔体操の

イラスト付き用紙をお渡ししています。

土曜日も和やかに楽しい

時間を過ごされています。

土曜日のご利用をお考えの

方は是非お待ちしております

(^▽^)/

さらに効果的な刺激を与えることで、

脳の機能が高められます。

棒やボールの体操に加えて

今回ご紹介したシナプソロジーも

有限会社はなまる

 ユーフィット高殿 

 わくわく通信
 Ｖｏｌ．9

　       令和元年12月発行　　　

いつもユーフィット高殿をご利用頂き、誠にありがとうござい

ます。今年もあとわずかとなりました。皆様どのような１年で

したか？来年もユーフィット高殿を宜しくお願いします。

今回は、８月より新しい取り組みとして始めましたイベントの

様子をご紹介したいと思います。

初の試みとして、８月に夏祭りの開催をしました。皆

様には、楽しい時間を過ごしていただくことができま

した。

１０月には、イベント第二弾としまして敬老会を開

催いたしました。日頃の感謝の気持ちを込めて、

お祝いをさせていただきました。

スタッフから皆様へ感謝の気持ちを伝えました。

皆様と一緒に記念撮影

和菓子をお抹茶で

いただきま～す

素敵な笑顔!(^^)!

ユーフィット高殿では、レッドコードや転倒予防運動、シナプソロジーをはじめ、

楽しみながらできる運動メニューを実施しています。また、季節ごとのイベントを

取り入れ、運動だけではない“楽しみ”も取り入れていきます。

何が当たるかは お楽しみ！！
真剣に 狙っています 上手くすくえるかな⁉
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　       令和元年10月発行　　　

いつもユーフィット高殿をご利用頂きありがとうございます。

朝、夕の風が爽やかになり秋の気配を感じる今日この頃。

これからはインフルエンザをはじめ、感染症により一層注意して、

うがい、手洗い、十分な栄養を摂って体調管理をしていきましょう。

先月の敬老のお祝いイベントのご様子です。日頃の感謝の気持

ちを込めておめでとうございます！ご利用者様の笑顔の写真と

共にご覧ください。

敬老のお祝い
9/16～20日の期間の敬老の日イベントのご様子です。

皆様の素敵な笑顔をたくさん頂くことができました。

これからもユーフィットで楽しく運動をして、健康な毎日を送ってくださいね。

「楽しく運動」をモットーにいろんなイベントもご用意して参ります。

これからも末永くどうぞよろしくお願い致します！！

９月 お誕生日おめでとうございます
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 令和元年8月発行　
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いつもユーフィットをご利用頂きありがとう

ございます。

梅雨明けと同時に元気なセミの鳴き声が夏を

感じさせてくれますね。今月も元気に運動しま

しょう(o^―^o)

７月よりレッドコードに新しいメニューを加

えております。立った状態で抗重力筋を鍛える

運動です。

少しですが、ご紹介させて頂きますね。

ご家庭で

お困りのことや

運動のことなど

何でもお気軽に

ご相談ください
ユーフィット高殿

6958-3033

管理者

芝 祐子

７月生まれ
　　　　　の方

おめでとう
ございます！
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 令和元年９月発行　

いつもユーフィット高殿をご利用頂きありがとう

ございます。

朝、夕少し涼しさを感じられるようになりましたね。

ユーフィット夏祭り、楽しんでいただけましたか？

これからも、楽しいイベントを企画して参りますので

一緒に楽しい時間を過ごしていきましょう！！

今回は、いつもとは違う風景、夏祭りのご様子を

お届けいたします。

ご家庭でお困りの

事や、運動の事でご

不明な点がござい

ましたら

スタッフまでお声か

けください！

6958-3033

管理者 芝

8月生まれの方　おめでとうございます！
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　　ご家庭でのお困り事や、運動の事でご不明な点がございましたら、

　いつでもスタッフへお気軽にご相談下さいね。
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　平成３１年４月発行　　　

平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたします。

弊社は３月に事業譲渡を行い、新たな職員体制をご紹

介すると共に、今後は毎月発行の「わくわく通信」に、

ご利用者様がデイサービスでお過ごしになられている

様子などをお伝えさせていただきます。

今後ともご愛顧の程、何卒宜しくお願い致します。

生活相談員

田中 みゆき ( たなか みゆき )

身長120㎝以上～170cm未満 (笑）

趣味は旅です♪

管理者

芝 祐子 （ しば ゆうこ ）

身長167cm！はなまる①の

バスケットウーマン！

生活相談員

小畑 陽平 ( おばた ようへい ）

はなまる①の身長196cm！

趣味はギターです♪

代表取締役

中尾 俊平

通所部門統括

山本 直樹

ご利用者様がユーフィットで楽しんで

過ごされている様子をお伝えする事で、

「次に行くのが楽しみでワクワクする♪」

「普段の生活も楽しくなる♪」

そんな気持ちになってもらえるように

想いを込めてお届けしていきます。

取締役本部長

在宅介護部 統括

上西 祐介

ご家庭でお困り事や、運動の事でご不明な点がありましたら

スタッフへお気軽にご相談下さい。

はなまるは平成１６年に枚方に設立した法人です。

枚方を中心にデイサービス、訪問介護、入居施設、保育園などの事業を運営しております。

「あたたかく 厳しく」を合言葉に歩み、この５月に１５年を迎える運びとなりました。ご利用者様

家族様、園児様に私たちのあたたかいサービスを感じていただき、スタッフ同士もあたたかい

気持ちを持ってお互いを理解し、厳しい目線でサービスを確認し合う。そんな法人として少しずつ

地元で成長して参りました。この度、ご縁があり事業の引継ぎをさせて頂きましたが、これまで以上に

皆さまの「満足」を頂けるよう精進して参りますので今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

有限会社はなまる

 ユーフィット高殿 

 わくわく通信
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　令和元年５月発行　　　

メドマー

圧迫することで血液循環を

良くし、むくみや血行不良

を解消します。

ペダルこぎ

下肢筋力の強化に効果的

です。

転倒予防トレーニング

バランス能力の改善と向上

を目指します。

ステッパー

歩行に必要な筋肉を効果

的に鍛えることが出来ます。

個別の運動メニュー
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体幹の安定性を強化し筋肉バランスを保ち、

転倒や転落の防止につながります。

首肩コリの改善や

肩、腰、膝など関節の痛みの軽減も

期待できます。

いつもユーフィットをご利用していただき誠にありがとうござ

います。

暖かく過ごしやすい季節となってきました。体を動かすのに

もいい季節ですので、一緒に楽しく体操をしていきましょう。

今回は、ユーフィットでの体操や運動についてお伝えします。

１・２・３・４♪
２・２・３・４♪

ジョーバ

体幹の筋肉を鍛えること

ができ、バランス機能向上

につながります。

エアロバイク

有酸素運動を効果的に簡単

に行え下肢筋力を強化します。

ご家庭でお困りの事や、運動の事で不明な点がありましたら
スタッフへお気軽にご相談ください。

T EL：０６-６９５８-３０３３ 管理者 芝 祐子

４月
おめでとう
　　ございます
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