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ユ フィット高殿

( )

約数百個

ＴＥＬ ０６－６９５８－３０３３

管理者 小畑 )
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手洗い無し

流水で

15秒すすぎ

ハンドソープで10秒

もみ洗い後、流水で15

秒すすぎ

約1000万個 約1万個 約数百個

「ハンドソープで10秒

もみ洗い後、流水で

15秒すすぎ」

を2セット行う。

公共の場から帰ってから
食事の前後に 咳・くしゃみ・鼻をかんだ時に

外にあるものを触った時に

ＴＥＬ ０６－６９５８－３０３３

管理者 小畑 陽平( )

豆知識①

手指消毒をする時は、初めに両手の

指先に消毒液をすり込むと、

より効果的です！
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有限会社はなまる
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 Ｖｏｌ．17

　       令和2年7月10日発行　　　

6月のイベント「ハンカチマスク作

り」では、色々な絵柄のハンカチを

使って個性豊かなマスクが出来まし

た！

いつもユーフィット高殿をご利用頂き有難うござい

ます。梅雨で気温、湿度が上がり体調を崩しやすい

時期です。高齢になると、暑さを感じにくく、喉の渇

きに気付きにくいと言われています。

喉の渇きを感じる前に、1時間おきに100ml程度の

水分を摂取する事で脱水症状を予防できるので、

是非日頃の生活で実践してみてください。

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

ＴＥＬ ０６－６９５８－３０３３

管理者 小畑 陽平

(オバタ ヨウヘイ)

6月生まれの方

おめでとう ございます

有限会社はなまる

 ユーフィット高殿 

 わくわく通信
 Ｖｏｌ．18

　       令和2年7月20日発行　　　

いつもユーフィット高殿をご利用頂き有難う

ございます。

日本各地で大雨が降り、大阪でも雨の影響

が続いていますね。この時期、室内でも発生

事例が多い熱中症対策として、ご自宅にある

物で手軽に作れる「経口補水液」の作り方を

ご紹介致します。

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

ＴＥＬ ０６－６９５８－３０３３

管理者 小畑 陽平

(オバタ ヨウヘイ)

水分補給のポイント

一度に沢山飲まず、数回に分けて喉の

渇きを感じる前に飲みましょう
厚生労働省も推奨している熱中症予防対策ですの

で、ぜひお試しください。

(注意)糖尿病や塩分、水分制限のある方は医師に

相談の上での実施を宜しくお願い致します。

～経口補水液の作り方～

水１ℓ レモン汁塩３ｇ 砂糖２０～４０ｇ

（小さじ１/２） （小さじ７～１３） 少量

水に材料を溶かすだけ！



有限会社はなまる

 ユーフィット高殿 

 わくわく通信
 Ｖｏｌ．16

　       令和2年6月20日発行　　　

レッドコード運動
立ち上がりの動作

平行棒での歩行訓練

マットの上を、バランスを崩されない様に
歩く運動です(*^-^*)

ストレッチボード
座って踏み込み運動

立ってふくらは
ぎを伸ばしたり
も出来ます。
足の筋肉が伸び
ますよ

歩幅を大きく
前を浮いて
前に一歩！

ウォーキングマシン

頭を前に倒して重心を前方に。

いつもユーフィット高殿をご利用頂き有難

うございます。これまで毎月1部お届けしてい

ました「わくわく通信」ですが、この度毎月

10日、20日発行の2部発行する事となりまし

た。これからも皆様に楽しんで頂ける内容を

お届け出来るように努めて参ります。

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

ＴＥＬ ０６－６９５８－３０３３

管理者 小畑 陽平

(オバタ ヨウヘイ)

前傾姿勢のまま脚に力を入
れて立ち上がります。

膝の痛い方や下肢の筋力が弱っている方に
向けて、立ったり・座ったりする動作運動です。



４月生まれの方

　　お誕生日おめでとう

　　　　　　　ございます！　



月 火 水 木 金 土
午前 ◯ ◯ ◎ ◯ ◎ ◎
午後 ◯ ◎ ◎ ◎ ✕ ◎

◎…すぐにでもご案内可能です。 ◯・・・ご案内可能です。

△・・・要相談にてご対応します。 ✕・・・現在空き無しです。

有限会社はなまる
 ユーフィット高殿 
 わくわく通信

 Ｖｏｌ．12
　       令和2年3月発行　　　

いつもユーフィット高殿をご利用頂き有難うございます。
3月1日で開設5周年を迎える事が出来ました。
さて、今月号は2月の節分イベントを行い、ご利用者様
と1年間の厄払いを祈願しました。そして３月には5周年
記念イベントを予定しております。これからも明るく楽
しい雰囲気で運動が出来るユーフィット高殿を宜しくお
願い致します。

普段の
運動のご様子

最新空き状況 どの曜日も空きがあります！
特に、土曜日の空きが多くあり
ます。
見学や無料体験など、お気軽に
ご相談ください！！！

☎ ０６－６９５８－３０３３
管理者 小畑（オバタ）

大鬼でござる

小鬼
参上！

鬼は外！
福は内！

記念撮影 鬼のダンス

有限会社はなまる
 ユーフィット高殿 
 わくわく通信

 Ｖｏｌ．13
　       令和2年4月発行　　　

制作風景
キーホルダー

線をなぞって

写真ありがとう♪

上手く出来てるかな？

皆様の素敵な作品

プラバンキーホルダー作
成後に、スタッフと一緒
に記念撮影をしました。
皆様とても素敵な笑顔で
す!(^^)!

土曜・祝日も営業中！！
無料体験・施設内見学承っております。
空き状況等もお気軽にお問い合わせ下さ
いませ。

〒535-0031
旭区高殿6-3-15ハイツアドニス1Ｆ
☎０６－６９５８－３０３３
管理者 小畑（オバタ）

いつもユーフィット高殿をご利用頂き有難うございます。
先月の5周年記念イベントで完成した個性あふれる手作り
キーホルダーと、更にご利用者様とスタッフの写真をサプラ
イズでお贈りしたご様子をご覧ください。6年目に突入した
ユーフィットは、これまで以上に明るく楽しく運動が出来る
リハビリ型デイサービスとして努めて参りますので、宜しく
お願い致します。



有限会社はなまる ユーフィット高殿
 わくわく通信
Ｖｏｌ．10 令和2年1月発行

新年明けましておめでとうございます。
昨年は多くのイベントを始め、ご利用者様に沢山楽しんで頂けた1年となりました。

さて、昨年12月16日～20日の5日間で、一足早いクリスマスイベントを実施致しました。スタッフの趣
向を凝らした音楽イベントと、手作りのホールケーキをご用意しご利用者様が大いに楽しんで頂けた
ご様子を今回はお伝え致します。

2020年のユーフィット高殿は、ご利用者様の健康維持・在宅生活の継続を目的と
したサービス提供の実施や、ご利用者様同士の交流の場として、より良いサービ
スを提供出来るように、これまで以上に精進して参りますので、本年もユーフィ
ット高殿を何卒よろしくお願い申し上げます。

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)

はい♪チーズ♪
サプライズな登場に大爆笑

楽しい時間に♪ ご夫婦も♪

ダンス＆コーラス♪

皆さん笑顔に

せーの！ピース

パティシエお手製ケーキ 美味しいな～

管理者と２ショット

有限会社はなまる

 ユーフィット高殿 

 わくわく通信
 Ｖｏｌ．11

　       令和2年2月発行　　　

皆さん プリンを丸呑み～ご夫婦も♪

いつもユーフィット高殿をご利用いただきありがとうござい

ます。１月21日、22日、23日の３日間、新春演芸ショー

「二人羽織り」を行いました❕
日頃見ることのない❓スタッフの一面に、今年初笑いを
していただきました‼

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)

バッチリよ‼

奇麗かしら⁉
男子もメイクの時代ね

メイク完成！！

片栗粉＆チーク(^^)

熱つ！

そんなに食べ

て大丈夫？

上手に食べれましたね(^^)

鼻からバナナ


