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今後の行事予定（決定分） 

8月 6日 富士 誕生会 パンケーキを作ろう 

7日 菜の花盆踊り 

26日 富士 調理レク 冷やし中華だよっ 集合！ 

26日 ショート 流しそうめんで涼もう 

27日 寿ユニット 手作りケーキで誕生会  

27日 瀬戸 ハヤシライスを作ろう 

28日 富士 誕生会・そばを食べよう 

9月 7日 敬老会（10：30～） 

28日 菜の花まつり（12：00～15：00） 

  

 

●編集後記 
お客様みなさまの素敵な笑顔をご覧に入れた
くて、写真を沢山載せました。 
暑さで体調を崩さないよう、注意してお過

ごしいただくよう気をつけています。 
 

●発行 
社会福祉法人聖啓会 
特別養護老人ホーム菜の花 
編集 中村 
電話：０５４-６４６-７０８７ 
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藤枝市在住の画家、田中昌保様が

東日本大震災の復興チャリティにも

出展された絵画を寄贈してください

ました。 

晴天の青空のもと、烏帽子山をバ

ックに菜の花が咲き誇る中に特養

「菜の花」が佇んでいる、とても素

敵な絵です。正面玄関を入って左手

に展示しています。 

菜の花にお越しの際は、ぜひ一度

ご覧いただければと思います。 

 

  

 

 

 

 

 

入居者さんとスタッフの
皆さんと、 仲良く働かせ
てもらって楽しいです。い
つまでも皆さん元気でね。 

 青島 Ns 

 

7 月より菜の花医
務室チームの一員
として仲間入りさ
せてもらっている
河村です。よろし
くお願いします。 
    河村 Ns 

 

4 月からの勤務で、まだわからない
事が多く、ご迷惑をおかけします。 

杉本 Ns 

半日勤務なので
皆様にご迷惑お
かけします。 

米山 Ns 

9時から13時まで
の半日勤務ですが、
みなさまの協力を
得てやっています。 

片山 Ns よろしくお願い
します。 

水原 Ns 

 

ご利用者様が喜んで来
たくなる様な施設にす
るよう努力します。 

鈴木 Ns 

たくましい・そして可憐
な乙女たちが入居者様の
健康をサポートさせてい
ただいております。         

施設長 川口 

 みんな仲良し！施設長を
筆頭にチームワーク抜群
です、と自負しています。 

吉田 Ns 

 看護師より
ひとこと 



 

 

カラオケ・風船バレー・輪投げ大会・

貼り絵など行っています。 

ワクワクしたりドキドキしたりするこ

とを見つけて一緒に楽しみましょう。 

今後も皆様に喜んで頂ける企画をして

まいります。 

デイサービス 

召し上がった 7 皿中、5 皿が
まぐろでした。マグロが大好
きでいらっしゃるのですね！ 

いつもより沢山召し上がら
れました。 
職員も嬉しいです！ 

特にうどんがお気に召したようで、「美
味しいね！」と召し上がられました！ 

8/19(月) 8/20(火) 8/21(水) 8/22(木) 8/23(金)
ビビンバ丼 冷しゃぶそうめん ごはん ごはん 麻婆茄子丼

オニオンスープ さつま芋のプルーン煮 みそ汁 みそ汁 中華スープ

とうがんの含め煮 おくらのなめたけ和え エビフライ さばの立田揚げ 卵サラダ

トマトサラダ ヤクルト ふきみそ炒め 車麩の煮物 牛乳かん

きゅうりと沢庵胡麻和え りんごのコンポート

おやつ 梅ゼリー 抹茶ババロア 原宿ドック 黒ごまプリン カステラ

昼

8/26(月) 8/27(火) 8/28(水) 8/29(木) 8/30(金)
冷し中華 ハヤシライス ごはん ドライカレー ごはん

大学芋 トマトサラダ みそ汁 オクラのスープ かきたま汁

フルーツポンチ フルーツのヨーグルトかけ 肉野菜炒め チキンナゲット 春巻き
とうがん　かにあんかけ フルーツ アスパラとえびの香り炒め

塩昆布和え 冷し鉢

おやつ バウムクーヘン スイートポテトとアイスコーヒー たこやき プリンアラモード 水ようかん

昼

9/2(月) 9/3(火) 9/4(水) 9/5(木) 9/6(金)
大豆入りじゃこごはん ごはん チャーハン 冷しそうめん ごはん

みそ汁 みそ汁 わかめスープ 野菜の天ぷら けんちん汁

手作りハンバーグ さわらの照り焼き 青椒肉絲 フルーツ さばのみそ煮

グリーンサラダ れんこん甘辛煮 フルーツポンチ ヤクルト 切干大根の煮物

桃缶 きゅうりとかにかまの中華和え かぼちゃ寒天

おやつ セレクトおやつ 水ようかん かぼちゃプリン 抹茶ゼリー プチシュークリーム・アイスティー

昼

9/9(月) 9/10(火) 9/11(水) 9/12(木) 9/13(金)
やきそば ちらし寿司 グリーンピースごはん カツ丼 ごはん

みそ汁 わんこそば かきたま汁 赤だし汁 みそ汁

おにぎり 長芋味噌田楽 豆腐の寄せ揚げ ゆず香浸し 鯖の立田揚げ

青菜のごま和え フルーツ たけのことあらめの煮物 煮豆 アスパラと人参のサラダ

フルーツ オレンジ フルーツ フルーツゼリー

おやつ いちごミルクプリン 鈴カステラ・アイスミルクココア 冷ししるこ オムレットケーキ 今川焼き

昼

9/16(月) 9/17(火) 9/18(水) 9/19(木) 9/20(金)
鶏照り焼き丼 ごはん ごはん 五目うどん 麦ごはん

みそ汁 みそ汁 みそ汁 豆腐サラダ とろろ汁

胡瓜と甘夏の和え物 フライ三点盛り ほっけの塩焼き さつま芋の揚げ煮 さわらの西京焼き

フルーチェ 山芋ときゅうりの和風サラダ 鶏レバーの甘辛煮 肉団子と大根の煮物

フルーツカクテル フルーツ オレンジ

おやつ クリームパン せんべい・飲み物 水ようかん ココアプリン スイートポテト

昼

外は暑かったのですが、体調不良者が出ることなく、全員元気に楽しむこ
とができました。 静岡空港にてお弁当を買い、昼食に楽しみました。 
離陸する飛行機を間近に見ることができ、とても喜んでいただくことができ
ました。七夕の願い事も叶い、良い気分転換になったようでよかったです。
「また来たいね」「また外出レクしたいね」と言っていただけました。 

(介護職員より) 
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