
　　この時期なにかと話題になる「桜桜桜桜」ですが、600種類以上の品種があるそうです。

　日本において最も馴染み深い花であることから、法的に定められてはいませんが,

　百円硬貨の表が桜のデザインになったりと日常的な場面で使用されています。

　新しい職員も慣れ始め、皆様が楽しく利用出来ますよう職員一同がんばりますので宜しくお願いします。
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イベント食は

海鮮丼でした。

皆様おいしそうに

食べているところを

パシャリ♪
飾飾飾飾ったひなったひなったひなったひな段段段段のののの前前前前でででで一枚一枚一枚一枚♪♪♪♪

おいしいねおいしいねおいしいねおいしいね♪♪♪♪

Good！！！！

イイイイ ベベベベ ンンンン トトトト 食食食食 　　今月のイベント食はカツ丼とあんみつ♪　アツアツのまま召し上がれ。

月月月月 間間間間 レレレレ クククク 　　お好み焼きとホットケーキを利用者様と作りたいと思います。お楽しみに！

傾傾傾傾 聴聴聴聴 ボボボボ ララララ ンンンン テテテテ ィィィィ アアアア 　　毎回利用者様との会話で盛り上がりをみせる時間。今月も行います。

園園園園 芸芸芸芸 クククク ララララ ブブブブ 　　今年も野菜を作りたいと思います！ どんな野菜を作るかはこうご期待！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年　　　　４４４４月月月月
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土
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あさがおあさがおあさがおあさがお ４４４４月月月月のイベントのイベントのイベントのイベント

☆☆☆☆好好好好きなきなきなきな具材具材具材具材をををを選選選選べましたべましたべましたべました☆☆☆☆

あらあらあらあら、、、、

撮撮撮撮ってくれるのってくれるのってくれるのってくれるの？？？？

午前午前午前午前

午後午後午後午後 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
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　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
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　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム
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　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
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脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア

イベントイベントイベントイベント食食食食

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用の同意を得ております。



　この時期、五月晴れの空に鯉のぼりが元気よく泳いでいるのを見かけますが、

戦前から鯉のぼりの生産量では、埼玉県の加須市が日本一だそうです。

鯉のぼりは上から順に、矢車、吹き流し、真鯉(まごい)、緋鯉(ひごい)、子鯉(こごい)と

呼ばれ、晩春の晴天の日の青空にたなびくものとして現在も見る人を楽しませています。
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迫力迫力迫力迫力あるあるあるある作品作品作品作品にににに歓声歓声歓声歓声があがりましたがあがりましたがあがりましたがあがりました☆☆☆☆

園芸園芸園芸園芸クラブよりクラブよりクラブよりクラブより、、、、ジャガイモのジャガイモのジャガイモのジャガイモの種種種種をまきましたをまきましたをまきましたをまきました♪♪♪♪

よいしょよいしょよいしょよいしょ！！！！

こんなこんなこんなこんな感感感感じかしらじかしらじかしらじかしら♪♪♪♪
鯉鯉鯉鯉のぼりのぼりのぼりのぼりのののの壁画壁画壁画壁画をををを作成中作成中作成中作成中☆☆☆☆

いいいい ちちちち ごごごご 狩狩狩狩 りりりり 今回から毎年行われるイベントとして、皆様と盛り上げていきたいと思います。

イイイイ ベベベベ ンンンン トトトト 食食食食 今月はなんとピザ！ 色とりどりのピザを取りわけて召し上がれ。

音音音音 楽楽楽楽 のののの ひひひひ ろろろろ ばばばば 利用者様の歌う声がだんだんと大きくなり、盛り上がるこの時間。今回もお楽しみに！

園園園園 芸芸芸芸 クククク ララララ ブブブブ キュウリとオクラの種まきを行いたいと思います。 自然の中で楽しみましょう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年　　　　５５５５月月月月
月月月月 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

2222 3333 4444 5555
午前午前午前午前

火火火火
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あさがおあさがおあさがおあさがお ５５５５月月月月のイベントのイベントのイベントのイベント

わぁわぁわぁわぁ～！～！～！～！すごいすごいすごいすごい！！！！

今回参加今回参加今回参加今回参加したしたしたした利用者様利用者様利用者様利用者様ですですですです。。。。皆様皆様皆様皆様もぜひごもぜひごもぜひごもぜひご参加下参加下参加下参加下さいさいさいさい。。。。

午前午前午前午前

午後午後午後午後 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
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　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
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　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
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　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
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イベントイベントイベントイベント食食食食

22222222

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

29292929

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

い ち ご い ち ご い ち ご い ち ご 狩 狩 狩 狩 りりりり
　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

8888

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

15151515

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア

いちごいちごいちごいちご狩狩狩狩りりりり

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

園芸園芸園芸園芸クラブクラブクラブクラブ

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

いちごいちごいちごいちご狩狩狩狩りりりり

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者様の同意を得ております。



　六月は八月と並んで、国民の祝日が無い月。お盆や夏休みのような休暇も取れないので、学校

や会社嫌いな方には歓迎されない月です。(まぁ、そんなに深く考える人はいないと思いますが・・・)

衣替えの時期でもあり、街ゆく人々の装いもガラリと変わります。沖縄と北海道をのぞく地域では

梅雨入りするシーズンとしても知られています。

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお

通所通所通所通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション

平成平成平成平成 ２４２４２４２４年年年年 ６６６６月月月月 第第第第３５３５３５３５号号号号

〒〒〒〒336-0974

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県さいたまさいたまさいたまさいたま市緑区大崎市緑区大崎市緑区大崎市緑区大崎3385-1

℡℡℡℡048-878-7188 Fax 048-878-7166
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５５５５月月月月ののののアルバムアルバムアルバムアルバム

いちごいちごいちごいちご狩狩狩狩りりりりでのワンシーンでのワンシーンでのワンシーンでのワンシーン♪♪♪♪ おいしそうおいしそうおいしそうおいしそう！！！！

大大大大きいでしょきいでしょきいでしょきいでしょ？？？？

たくさんあるねたくさんあるねたくさんあるねたくさんあるね♪♪♪♪

～～～～園芸園芸園芸園芸クラブクラブクラブクラブ開催中開催中開催中開催中！～！～！～！～

買買買買 いいいい 物物物物 ツツツツ アアアア ーーーー 7777日日日日、、、、11111111日日日日、、、、15151515日日日日、、、、20202020日 日 日 日 : : : : 沢山の種類の商品から皆様が何を買うのか楽しみです!

イイイイ ベベベベ ンンンン トトトト 食食食食 27272727日日日日 : たまごにツナ、ハムチーズなど挟んだサンドウィッチ！ サイドメニューもお楽しみに！

音音音音 楽楽楽楽 のののの ひひひひ ろろろろ ばばばば 29292929日日日日 : 思い出の曲に涙を浮かべる利用者様も居ました。音楽は思い出のしおりですね！

園園園園 芸芸芸芸 クククク ララララ ブブブブ 9999日日日日 : 今年はカブも育てています。収穫の時期が楽しみですね！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年　　　　６６６６月月月月
月月月月 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1111 2222
火火火火

あさがおあさがおあさがおあさがお ６６６６月月月月のイベントのイベントのイベントのイベント

インゲンのインゲンのインゲンのインゲンの芽芽芽芽がががが成長中成長中成長中成長中♪♪♪♪

1111 2222
午前午前午前午前

午後午後午後午後 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

4444 6666 7777 8888 9999

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

11111111 13131313 14141414 15151515 16161616

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

18181818 20202020 21212121 22222222 23232323

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

25252525 27272727 28282828 29292929 30303030

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

12121212

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

26262626

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

買買買買いいいい物物物物ツアーツアーツアーツアー

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

園芸園芸園芸園芸クラブクラブクラブクラブ

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

買買買買いいいい物物物物ツアーツアーツアーツアー

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

5555

買買買買いいいい物物物物ツアーツアーツアーツアー

買買買買いいいい物物物物ツアーツアーツアーツアー

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

19191919

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろばイベントイベントイベントイベント食食食食

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者様の同意を得ております。



　　７月といえば七夕、なぜ七夕が７月７日なのか、いつから７月７日になったのか実はよく

　わかっていません。七夕の本家・中国では、３世紀頃(晋朝時代)になると

　「二人が７月７日に会う」と、具体的な内容が書かれている文献が登場してきたそうです。

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお

通所通所通所通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション

平成平成平成平成 ２４２４２４２４年年年年 ７７７７月月月月 第第第第３６３６３６３６号号号号

〒〒〒〒336-0974

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県さいたまさいたまさいたまさいたま市緑区大崎市緑区大崎市緑区大崎市緑区大崎3385-1

℡℡℡℡048-878-7188 Fax 048-878-7166

http://une-fleur.or.jp

　今年の七夕の天気はどうなるのでしょうか。織姫と彦星が会えると良いですね。

６６６６月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム レタスがレタスがレタスがレタスが沢山沢山沢山沢山！！！！

何買何買何買何買おうかな・・おうかな・・おうかな・・おうかな・・何買何買何買何買おうかな・・おうかな・・おうかな・・おうかな・・

あさがおあさがおあさがおあさがお畑畑畑畑でででで収穫収穫収穫収穫したカブをしたカブをしたカブをしたカブを使使使使ってってってって浅漬浅漬浅漬浅漬けをけをけをけを作作作作りましたりましたりましたりました。。。。 塩塩塩塩のののの加減加減加減加減もももも良良良良くとてもくとてもくとてもくとても美味美味美味美味しかったですしかったですしかったですしかったです！！！！

日 月 火 水 木 金 土
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414

15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121

22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 27272727 28282828

傾聴傾聴傾聴傾聴

傾聴傾聴傾聴傾聴海の日

園芸園芸園芸園芸

イイイイベベベベンンンン トトトト食食食食 ２６２６２６２６日日日日
夏夏夏夏のののの代表食代表食代表食代表食冷冷冷冷やしやしやしやし中華中華中華中華！！！！醤油醤油醤油醤油とゴマのとゴマのとゴマのとゴマの二二二二つのつのつのつの味味味味でででで皆様皆様皆様皆様おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみ下下下下さいさいさいさい。。。。

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア ５５５５日日日日 １９１９１９１９日日日日
色色色色々々々々なななな話題話題話題話題でででで皆様皆様皆様皆様をををを笑顔笑顔笑顔笑顔にしてくれるこのにしてくれるこのにしてくれるこのにしてくれるこの時間時間時間時間どんなどんなどんなどんな話題話題話題話題でででで盛盛盛盛りりりり上上上上がるのでしょうかがるのでしょうかがるのでしょうかがるのでしょうか。。。。

29292929 30303030 31313131 1111 2222 3333 4444

イベントイベントイベントイベント食食食食園園園園芸芸芸芸ククククララララブブブブ ６６６６日日日日
このこのこのこの日日日日はあさがおはあさがおはあさがおはあさがお畑畑畑畑のジャガイモをのジャガイモをのジャガイモをのジャガイモを収穫収穫収穫収穫するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。 楽楽楽楽しみですねしみですねしみですねしみですね！！！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者様の同意を得ております。



　夏と言えばヒマワリ。和名の由来は、太陽の動きにつれてその方向を追うように

花が回るため日回り(ヒマワリ)と呼ばれています。　ちなみに太陽を追って動くのは

生長が盛んな若い時期だけで、完全に開いた花は基本的に東を向いたままほとんど

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお

通所通所通所通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション
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動かないそうです。これから暑い時期が続きますので体調管理に気をつけましょう。

７７７７月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム
いろんないろんないろんないろんな色色色色があるのねがあるのねがあるのねがあるのね♪♪♪♪

日中日中日中日中のののの一一一一コマコマコマコマ。。。。イベントイベントイベントイベント食食食食やややや午後午後午後午後のののの体操体操体操体操などなどなどなど皆皆皆皆さんさんさんさん良良良良いいいい表情表情表情表情していますねしていますねしていますねしていますね♪♪♪♪

珈琲珈琲珈琲珈琲フィルターをフィルターをフィルターをフィルターを使使使使いいいい、、、、

あさがおをあさがおをあさがおをあさがおを作作作作りましたりましたりましたりました♪♪♪♪

懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい歌歌歌歌だなぁだなぁだなぁだなぁ。。。。

日 月 火 水 木 金 土
1111 2222 3333 4444

5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111

12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818
傾聴傾聴傾聴傾聴
月間月間月間月間レクレクレクレク

19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525

納涼祭納涼祭納涼祭納涼祭

傾聴傾聴傾聴傾聴

月間月間月間月間レクレクレクレク

イベントイベントイベントイベント食食食食 ２４２４２４２４日日日日
沖縄料理沖縄料理沖縄料理沖縄料理のこののこののこののこの日日日日、、、、夏夏夏夏バテにもってこいのゴーヤのバテにもってこいのゴーヤのバテにもってこいのゴーヤのバテにもってこいのゴーヤの天天天天ぷらにデザートぷらにデザートぷらにデザートぷらにデザート。。。。

おおおお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに！！！！

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア ２２２２日日日日 １６１６１６１６日日日日

去年去年去年去年のののの夏夏夏夏はははは納涼際納涼際納涼際納涼際にににに来来来来てててて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。話話話話にいつもにいつもにいつもにいつも花花花花をををを咲咲咲咲かせてくれますかせてくれますかせてくれますかせてくれます。。。。

月間月間月間月間レクレクレクレク １６１６１６１６日日日日 １７１７１７１７日日日日 １８１８１８１８日日日日
スイカスイカスイカスイカ割割割割りにかきりにかきりにかきりにかき氷氷氷氷、、、、夏夏夏夏をををを満喫満喫満喫満喫ようようようよう準備準備準備準備していますしていますしていますしています。。。。こうごこうごこうごこうご期待期待期待期待！！！！ 音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

26262626 27272727 28282828 29292929 30303030 31313131

イベントイベントイベントイベント食食食食
誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

スイカスイカスイカスイカ割割割割りにかきりにかきりにかきりにかき氷氷氷氷、、、、夏夏夏夏をををを満喫満喫満喫満喫ようようようよう準備準備準備準備していますしていますしていますしています。。。。こうごこうごこうごこうご期待期待期待期待！！！！

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば ２２２２２２２２日日日日
夏夏夏夏もももも終盤終盤終盤終盤をををを迎迎迎迎えるこのえるこのえるこのえるこの日日日日、、、、どんなどんなどんなどんな曲曲曲曲がまっているのでしょうかがまっているのでしょうかがまっているのでしょうかがまっているのでしょうか？？？？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者様の同意を得ております。



　九月といえば月見月見月見月見ですね。月見は主に、旧暦8月15日から16日の夜（八月十五夜）と、

日本では旧暦9月13日から14日の夜（九月十三夜）にも行われています。

月見に関する話題で単に「十五夜（じゅうごや）」「十三夜（じゅうさんや）」と言うと、

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお

通所通所通所通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション
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これらの夜を意味するそうです。ちなみに中秋中秋中秋中秋のののの名月名月名月名月とは八月十五夜を表すそうです。

８８８８月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

スイカちゃんとパシャスイカちゃんとパシャスイカちゃんとパシャスイカちゃんとパシャ♪♪♪♪

イベントイベントイベントイベント食食食食でのでのでのでの風景風景風景風景やあさがおやあさがおやあさがおやあさがお畑畑畑畑でのジャガイモのでのジャガイモのでのジャガイモのでのジャガイモの収穫収穫収穫収穫、、、、日中日中日中日中のののの様子様子様子様子などのなどのなどのなどの一一一一コマですコマですコマですコマです♪♪♪♪

スイカとかきスイカとかきスイカとかきスイカとかき氷氷氷氷をををを食食食食べべべべ、、、、皆様皆様皆様皆様とてもとてもとてもとても満足満足満足満足したしたしたした笑顔笑顔笑顔笑顔でででで過過過過ごされていましたごされていましたごされていましたごされていました♪♪♪♪

風流風流風流風流だねぇだねぇだねぇだねぇ～。～。～。～。

今回今回今回今回のマスコットののマスコットののマスコットののマスコットの

スイカちゃんですスイカちゃんですスイカちゃんですスイカちゃんです★★★★

日 月 火 水 木 金 土
1111

2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222
敬老敬老敬老敬老のののの日日日日 秋分秋分秋分秋分のののの日日日日

傾聴傾聴傾聴傾聴ボラボラボラボラ
イベントイベントイベントイベント食食食食 ２２２２２２２２日日日日
夏夏夏夏のののの疲疲疲疲れはれはれはれは甘甘甘甘いものでいものでいものでいもので癒癒癒癒しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。

今月今月今月今月はデザートバイキングですはデザートバイキングですはデザートバイキングですはデザートバイキングです。。。。おおおお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに！！！！

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア ６６６６日日日日 ２０２０２０２０日日日日
だんだんとだんだんとだんだんとだんだんと馴染馴染馴染馴染みのみのみのみの利用者様利用者様利用者様利用者様もももも増増増増ええええ盛盛盛盛りりりり上上上上がるこのがるこのがるこのがるこの時間時間時間時間。。。。笑顔笑顔笑顔笑顔がががが絶絶絶絶えませんえませんえませんえません♪♪♪♪

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 １５１５１５１５日日日日 ２４２４２４２４日日日日
敬老敬老敬老敬老のののの日日日日 秋分秋分秋分秋分のののの日日日日

イベントイベントイベントイベント食食食食

23232323 24242424 25252525 26262626 27272727 28282828 29292929

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば傾聴傾聴傾聴傾聴ボラボラボラボラ誕生月誕生月誕生月誕生月のののの利用者様利用者様利用者様利用者様をわずかなをわずかなをわずかなをわずかな時間時間時間時間ですがおですがおですがおですがお祝祝祝祝いさせていさせていさせていさせて頂頂頂頂いていますいていますいていますいています♪♪♪♪

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば ２１２１２１２１日日日日
歌歌歌歌うだけではなくうだけではなくうだけではなくうだけではなく、、、、軽軽軽軽いストレッチもいストレッチもいストレッチもいストレッチも行行行行いいいい心身共心身共心身共心身共にリラックスしましょうにリラックスしましょうにリラックスしましょうにリラックスしましょう！！！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者様の同意を得ております。



　この時期なにかと話題になる紅葉紅葉紅葉紅葉((((もみじ)ですが名の由来があるそうです。

通説ですが、秋口の霜や時雨の冷たさに揉揉揉揉みみみみ出出出出されるようにしてされるようにしてされるようにしてされるようにして色づくことから

「揉揉揉揉みみみみ出出出出るものるものるものるもの」の意味より揉み出づが訛り、｢もみじもみじもみじもみじ｣と呼ばれているそうです。

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお

通所通所通所通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション
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だんだんと秋めいてきました。送迎車の中からも風景を楽しめる時期ですね！

９９９９月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

つまようじつまようじつまようじつまようじをををを使用使用使用使用したしたしたした手工芸手工芸手工芸手工芸やレクリエーションやレクリエーションやレクリエーションやレクリエーション♪♪♪♪ ハンドマッサージのボランティアですハンドマッサージのボランティアですハンドマッサージのボランティアですハンドマッサージのボランティアです。。。。とてもとてもとてもとても良良良良いいいい香香香香りりりり★

日 月 火 水 木 金 土
1111 2222 3333 4444 5555 6666

7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313
体育体育体育体育のののの日日日日

14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020

21212121 22222222 24242424 24242424 25252525 26262626 27272727

ボディショップボディショップボディショップボディショップ

傾聴傾聴傾聴傾聴ボラボラボラボラ

運動会運動会運動会運動会音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

運動会運動会運動会運動会 運動会運動会運動会運動会 運動会運動会運動会運動会

イベントイベントイベントイベント食食食食

イベントイベントイベントイベント食食食食 １６１６１６１６日日日日
今月今月今月今月はははは秋秋秋秋のののの主役主役主役主役、、、、まつたけごまつたけごまつたけごまつたけご飯飯飯飯ですですですです！！！！

きのこのきのこのきのこのきのこの天天天天ぷらもぷらもぷらもぷらも一緒一緒一緒一緒にどうぞにどうぞにどうぞにどうぞ★★★★ おおおお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに！！！！

運動会運動会運動会運動会 ９９９９日日日日 １０１０１０１０日日日日 １３１３１３１３日日日日 １８１８１８１８日日日日
今年今年今年今年もももも開催開催開催開催しますしますしますします！！！！赤赤赤赤、、、、白白白白、、、、黄黄黄黄のチームのチームのチームのチーム対抗戦対抗戦対抗戦対抗戦。。。。優勝優勝優勝優勝チームはどこなのかチームはどこなのかチームはどこなのかチームはどこなのか♪♪♪♪

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ２３２３２３２３日日日日 ２４２４２４２４日日日日

28282828 29292929 30303030 31313131

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会
ケーキでケーキでケーキでケーキで祝福祝福祝福祝福させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば １７１７１７１７日日日日
季節季節季節季節のののの移移移移りりりり変変変変わりにわりにわりにわりに合合合合わせわせわせわせ曲曲曲曲もももも変変変変わるこのわるこのわるこのわるこの時間時間時間時間をおをおをおをお楽楽楽楽しみしみしみしみ下下下下さいさいさいさい！！！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者様の同意を得ております。



　11月の別名は「「「「霜月霜月霜月霜月」」」」と呼ばれています。文字通り霜が降る月を表しています。

他に「「「「食物月食物月食物月食物月（（（（おしものづきおしものづきおしものづきおしものづき）」）」）」）」の略であるとする説や、「「「「凋凋凋凋むむむむ月月月月（（（（しぼむつきしぼむつきしぼむつきしぼむつき）」）」）」）」、

「「「「末末末末つつつつ月月月月（（（（すえつつきすえつつきすえつつきすえつつき）」）」）」）」が訛ったものとする説もあるそうです。

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお
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平成平成平成平成 ２４２４２４２４年年年年 １１１１１１１１月月月月 第第第第４０４０４０４０号号号号

〒〒〒〒336-0974

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県さいたまさいたまさいたまさいたま市緑区大崎市緑区大崎市緑区大崎市緑区大崎3385-1

℡℡℡℡048-878-7188 Fax 048-878-7166

http://www.une-fleur.or.jp

また、「「「「神楽月神楽月神楽月神楽月（（（（かぐらつきかぐらつきかぐらつきかぐらつき）」）」）」）」、「「「「子月子月子月子月（（（（ねづきねづきねづきねづき）」）」）」）」の別名もあるそうです。

１０１０１０１０月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

日 月 火 水 木 金 土
28282828 29292929 30303030 31313131 1111 2222 3333

文化文化文化文化のののの日日日日

4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010

11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717

18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

傾聴傾聴傾聴傾聴ボラボラボラボラ

傾聴傾聴傾聴傾聴ボラボラボラボライベントイベントイベントイベント食食食食

イベントイベントイベントイベント食食食食 １４１４１４１４日日日日
今月今月今月今月はなんとはなんとはなんとはなんと寿司寿司寿司寿司のバイキングのバイキングのバイキングのバイキング！！！！

色色色色々々々々なネタがなネタがなネタがなネタが出出出出てきますのでおてきますのでおてきますのでおてきますのでお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに！！！！

来月来月来月来月はクリスマスでのイベントはクリスマスでのイベントはクリスマスでのイベントはクリスマスでのイベント食食食食になりますになりますになりますになります。。。。乞乞乞乞うごうごうごうご期待期待期待期待！！！！

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ２１２１２１２１日日日日 ２２２２２２２２日日日日
月月月月のののの誕生日誕生日誕生日誕生日のののの利用者様利用者様利用者様利用者様にはにはにはには誕生日写真誕生日写真誕生日写真誕生日写真をプレゼントさせてをプレゼントさせてをプレゼントさせてをプレゼントさせて頂頂頂頂いていますいていますいていますいています。。。。

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば １６１６１６１６日日日日 勤労感謝勤労感謝勤労感謝勤労感謝のののの日日日日

25252525 26262626 27272727 28282828 29292929 30303030

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会
音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば １６１６１６１６日日日日
少少少少しししし前前前前までまでまでまで夏夏夏夏のののの歌歌歌歌をををを歌歌歌歌っていたのにもうっていたのにもうっていたのにもうっていたのにもう冬冬冬冬のののの曲曲曲曲たちのたちのたちのたちの出番出番出番出番なんですねなんですねなんですねなんですね。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者様の同意を得ております。



　気付けば僧侶(師は僧侶の意)が仏事で走り回るとの由来がある師走師走師走師走ですね。

師走には別名があり極月極月極月極月((((ごくづきごくづきごくづきごくづき、、、、ごくげつごくげつごくげつごくげつ))))とも呼ばれているそうです。

秋田県秋田県秋田県秋田県の男鹿市男鹿市男鹿市男鹿市((((おがしおがしおがしおがし))))では大晦日の夜、黒髪に真っ赤な面の鬼たちが

「「「「泣泣泣泣くくくく子子子子はいねぇーかぁはいねぇーかぁはいねぇーかぁはいねぇーかぁ！」！」！」！」と叫びながら家をまわるなまはげなまはげなまはげなまはげの伝統行事もあります。

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお

通所通所通所通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション
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「「「「泣泣泣泣くくくく子子子子はいねぇーかぁはいねぇーかぁはいねぇーかぁはいねぇーかぁ！」！」！」！」と叫びながら家をまわるなまはげなまはげなまはげなまはげの伝統行事もあります。

１１１１１１１１月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム
今月今月今月今月はははは

おおおお寿司寿司寿司寿司でしたでしたでしたでした。。。。

このこのこのこの歌知歌知歌知歌知ってるってるってるってる

懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい！！！！

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会のののの飾飾飾飾りをりをりをりを利用者様利用者様利用者様利用者様とととと作作作作っていますっていますっていますっています♪♪♪♪ ババババババババ抜抜抜抜きやミニゲームでのきやミニゲームでのきやミニゲームでのきやミニゲームでの一一一一コマですコマですコマですコマです★

               
日 月 火 水 木 金 土

1111

2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222
音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

傾聴傾聴傾聴傾聴ボラボラボラボラ

イベントイベントイベントイベント食食食食 ２４２４２４２４日日日日
クリスマスのパーティークリスマスのパーティークリスマスのパーティークリスマスのパーティー食食食食というというというという事事事事でオードブルになりますでオードブルになりますでオードブルになりますでオードブルになります。。。。

今年最後今年最後今年最後今年最後のイベントのイベントのイベントのイベント食食食食、、、、おおおお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに！！！！

来月来月来月来月はははは手打手打手打手打ちうどんとちうどんとちうどんとちうどんと天天天天ぷらぷらぷらぷらのののの予定予定予定予定ですですですです。。。。

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会 ２０２０２０２０日日日日 ２１２１２１２１日日日日 ２２２２２２２２日日日日 ２５２５２５２５日日日日
師走師走師走師走のののの定番定番定番定番クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会♪♪♪♪

職員職員職員職員のののの寸劇寸劇寸劇寸劇やややや、、、、デザートをデザートをデザートをデザートを作作作作ったりとったりとったりとったりと盛盛盛盛りりりり上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます！！！！

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 １３１３１３１３日日日日 １９１９１９１９日日日日
毎月沢山毎月沢山毎月沢山毎月沢山のののの利用者様利用者様利用者様利用者様がががが誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えられていますえられていますえられていますえられています。。。。 音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

23232323 24242424 25252525 26262626 27272727 28282828 29292929
天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会 クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会

イベントイベントイベントイベント食食食食

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会
毎月沢山毎月沢山毎月沢山毎月沢山のののの利用者様利用者様利用者様利用者様がががが誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えられていますえられていますえられていますえられています。。。。

今年最後今年最後今年最後今年最後のののの誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会！！！！ どなたがどなたがどなたがどなたが誕生日誕生日誕生日誕生日なのでしょうかなのでしょうかなのでしょうかなのでしょうか。。。。

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば １９１９１９１９日日日日
冬冬冬冬のののの唱歌唱歌唱歌唱歌やややや体操体操体操体操、、、、盛盛盛盛りりりり沢山沢山沢山沢山なひとときをおなひとときをおなひとときをおなひとときをお楽楽楽楽しみしみしみしみ下下下下さいさいさいさい。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者様の同意を得ております。



　日本では旧暦1月を睦月睦月睦月睦月（（（（むつきむつきむつきむつき））））と呼び、現在では新暦1月の別名として使われています。

睦月睦月睦月睦月という名前の由来には諸説あり、最も有力なのは親族一同集って宴をする

「「「「睦睦睦睦びびびび月月月月（（（（むつびつきむつびつきむつびつきむつびつき）」）」）」）」の意味があるそうです。他には「「「「元元元元つつつつ月月月月（（（（もとつつきもとつつきもとつつきもとつつき）」）」）」）」

「「「「生月生月生月生月（（（（うむつきうむつきうむつきうむつき）」「）」「）」「）」「萌月萌月萌月萌月（（（（もゆつきもゆつきもゆつきもゆつき）」）」）」）」などの呼び方があるそうです。

今年１年、ご利用ありがとうございました。　来年もよろしくお願い致します。

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお
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今年１年、ご利用ありがとうございました。　来年もよろしくお願い致します。

１２１２１２１２月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

今年今年今年今年もサンタがもサンタがもサンタがもサンタが

来来来来ましたよましたよましたよましたよ！！！！

トッピングをしたハッシュドポテトをトッピングをしたハッシュドポテトをトッピングをしたハッシュドポテトをトッピングをしたハッシュドポテトを作作作作りましたりましたりましたりました♪♪♪♪

無事無事無事無事にににに大盛況大盛況大盛況大盛況でででで終終終終えることがえることがえることがえることが出来出来出来出来ましたましたましたました！！！！

               
日 月 火 水 木 金 土

1111 2222 3333 4444 5555

6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
おおおお茶会茶会茶会茶会

傾聴傾聴傾聴傾聴ボラボラボラボラ
13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919

成人成人成人成人のののの日日日日 イベントイベントイベントイベント食食食食 音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

傾聴傾聴傾聴傾聴ボラボラボラボラ 誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

デイデイデイデイ休休休休みみみみ
デイデイデイデイ休休休休みみみみ

12/3012/3012/3012/30
デイデイデイデイ休休休休みみみみ

12/3112/3112/3112/31
元日元日元日元日

デイデイデイデイ休休休休みみみみ

おおおお茶会茶会茶会茶会おおおお茶会茶会茶会茶会

イベントイベントイベントイベント食食食食 １７１７１７１７日日日日
今年初今年初今年初今年初のイベントのイベントのイベントのイベント食食食食はははは、、、、香川県香川県香川県香川県でででで有名有名有名有名ななななうどんうどんうどんうどんをををを召召召召しししし上上上上がれがれがれがれ★★★★

来月来月来月来月ははははおでんおでんおでんおでんのののの予定予定予定予定ですですですです。。。。

おおおお茶会茶会茶会茶会 ８８８８日日日日 ９９９９日日日日 １０１０１０１０日日日日
今年今年今年今年もおもおもおもお茶会茶会茶会茶会をををを行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます！！！！

おおおお茶茶茶茶をたてたりをたてたりをたてたりをたてたり、、、、茶巾茶巾茶巾茶巾しぼりをしぼりをしぼりをしぼりを作作作作ったりとったりとったりとったりと年始年始年始年始をををを祝祝祝祝いましょういましょういましょういましょう！！！！

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 １８１８１８１８日日日日 ２４２４２４２４日日日日
今年今年今年今年もももも一年一年一年一年おおおお祝祝祝祝いさせていさせていさせていさせて頂頂頂頂きますきますきますきます！！！！

一月一月一月一月はははは沢山沢山沢山沢山のののの利用者様利用者様利用者様利用者様がががが誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えますえますえますえます★★★★皆様皆様皆様皆様でででで祝祝祝祝いましょういましょういましょういましょう！！！！

手工芸手工芸手工芸手工芸ではおではおではおではお正月正月正月正月のののの飾飾飾飾りをりをりをりを作成作成作成作成していますしていますしていますしています★★★★

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

27272727 28282828 29292929 30303030 31313131

一月一月一月一月はははは沢山沢山沢山沢山のののの利用者様利用者様利用者様利用者様がががが誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えますえますえますえます★★★★皆様皆様皆様皆様でででで祝祝祝祝いましょういましょういましょういましょう！！！！

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば １８１８１８１８日日日日
２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年、、、、一回目一回目一回目一回目のののの音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば 素敵素敵素敵素敵なななな歌歌歌歌がががが待待待待っていますよっていますよっていますよっていますよ。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者様の同意を得ております。



　この時期になると一度は話題に上がる恵方巻恵方巻恵方巻恵方巻きききき。みなさん食べ方があるのを

ご存じでしょうか？節分の夜に恵方に向かって(今年今年今年今年はおおよそはおおよそはおおよそはおおよそ南南東南南東南南東南南東)目を閉じ無言で

願い事を思い浮かべながら太巻きを丸かじりするのが習わしとされているそうです。

まだまだ寒い時期が続きますので皆さん体調管理に気を付けてお過ごし下さい。

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお
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まだまだ寒い時期が続きますので皆さん体調管理に気を付けてお過ごし下さい。

１１１１月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

皆皆皆皆さんとてもさんとてもさんとてもさんとても美味美味美味美味しそうにしそうにしそうにしそうに出来出来出来出来ていましたねていましたねていましたねていましたね♪♪♪♪

おおおお茶茶茶茶をたてをたてをたてをたて、、、、芋芋芋芋をつぶしをつぶしをつぶしをつぶし芋巾着芋巾着芋巾着芋巾着をををを作作作作りましたりましたりましたりました。。。。

沢山沢山沢山沢山つくったからつくったからつくったからつくったから

食食食食べてべてべてべて♪♪♪♪

               
日 月 火 水 木 金 土

1111 2222

3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999

傾聴傾聴傾聴傾聴ボラボラボラボラ
10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616

17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323
イベントイベントイベントイベント食食食食 音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば 傾聴傾聴傾聴傾聴ボラボラボラボラ

イベントイベントイベントイベント食食食食 １９１９１９１９日日日日
今月今月今月今月はははは寒寒寒寒さもさもさもさも吹吹吹吹きききき飛飛飛飛ぶぶぶぶおでんおでんおでんおでん！！！！いろいろないろいろないろいろないろいろな具材具材具材具材をををを煮込煮込煮込煮込んでんでんでんで食食食食べましょうべましょうべましょうべましょう。。。。

アツアツのままアツアツのままアツアツのままアツアツのまま召召召召しししし上上上上がれがれがれがれ！！！！

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ２０２０２０２０日日日日 ２１２１２１２１日日日日
笑顔笑顔笑顔笑顔でででで誕生日誕生日誕生日誕生日のののの方方方方をををを祝祝祝祝うこのうこのうこのうこの時間時間時間時間ゆっくりおゆっくりおゆっくりおゆっくりお過過過過ごしごしごしごし下下下下さいさいさいさい。。。。

けっこうけっこうけっこうけっこう力力力力がががが

いるんだよいるんだよいるんだよいるんだよ♪♪♪♪

イベントイベントイベントイベント食食食食 傾聴傾聴傾聴傾聴ボラボラボラボラ

24242424 25252525 26262626 27272727 28282828

　

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会
音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば ２０２０２０２０日日日日

歌歌歌歌をををを唄唄唄唄いいいい、、、、軽軽軽軽いいいい体操体操体操体操でででで身体身体身体身体をををを温温温温めめめめ寒寒寒寒いこのいこのいこのいこの時期時期時期時期をををを乗乗乗乗りりりり切切切切りましょうりましょうりましょうりましょう！！！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者様の同意を得ております。



　女の子がいる家で雛人形を飾り、白酒や桃の花を供えてお祝いする雛まつり。

関東と京都では雛人形の配置が違うそうです。関東では正面から左に男雛、右に女雛、

京都は逆で右が男雛、左が女雛になります。社団法人日本人形協会では昭和天皇の

即位以来、関東の配置を「現代式」、京都の配置を「古式」としているそうです。

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお

通所通所通所通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション
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即位以来、関東の配置を「現代式」、京都の配置を「古式」としているそうです。

このこのこのこの日日日日はメンチカツとはメンチカツとはメンチカツとはメンチカツと白身魚白身魚白身魚白身魚のフライをのフライをのフライをのフライを選選選選んでんでんでんで頂頂頂頂きましたきましたきましたきました★★★★

選択食選択食選択食選択食がががが四月四月四月四月からからからから始始始始まりますまりますまりますまります♪♪♪♪

二種類二種類二種類二種類のののの主菜主菜主菜主菜からからからから一一一一つつつつ選選選選んでんでんでんで頂頂頂頂きききき

２２２２月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

音楽音楽音楽音楽のひろばとのひろばとのひろばとのひろばと誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会でのでのでのでの一一一一コマですコマですコマですコマです★★★★

二種類二種類二種類二種類のののの主菜主菜主菜主菜からからからから一一一一つつつつ選選選選んでんでんでんで頂頂頂頂きききき

昼食昼食昼食昼食にににに提供提供提供提供するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。

これによりこれによりこれによりこれによりイベントイベントイベントイベント食食食食はははは三月三月三月三月でででで

終了終了終了終了させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。 このこのこのこの曲曲曲曲ならならならなら昔良昔良昔良昔良くくくく

唄唄唄唄ったわったわったわったわ～～～～
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10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323
イベントイベントイベントイベント食食食食春春春春のののの音楽祭音楽祭音楽祭音楽祭

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

春春春春のののの音楽祭音楽祭音楽祭音楽祭 １８１８１８１８日日日日 １９１９１９１９日日日日
利用者様参加型利用者様参加型利用者様参加型利用者様参加型のコンサートをのコンサートをのコンサートをのコンサートを開開開開きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

春春春春のののの暖暖暖暖かなかなかなかな曲曲曲曲をををを中心中心中心中心にににに懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい歌歌歌歌をををを唄唄唄唄いいいい楽楽楽楽しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう！！！！

イベントイベントイベントイベント食食食食 ２０２０２０２０日日日日
今月今月今月今月のイベントのイベントのイベントのイベント食食食食はははは握握握握りりりり鮨鮨鮨鮨ですですですです★★★★ 目目目目のののの前前前前でででで魚魚魚魚をさばいたりとをさばいたりとをさばいたりとをさばいたりと迫力満点迫力満点迫力満点迫力満点！！！！

おおおお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに！！！！

あさがおであさがおであさがおであさがおで飾飾飾飾ったったったった

ひなひなひなひな人形人形人形人形ですですですです★★★★

イベントイベントイベントイベント食食食食

傾聴傾聴傾聴傾聴ボラボラボラボラ
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春春春春のののの音楽祭音楽祭音楽祭音楽祭おおおお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに！！！！

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば １５１５１５１５日日日日
春春春春のののの歌歌歌歌をををを織織織織りりりり交交交交ぜながらぜながらぜながらぜながら暖暖暖暖かなかなかなかな日日日日をををを迎迎迎迎ええええ入入入入れましょうれましょうれましょうれましょう！！！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者様の同意を得ております。


