
前回、⾐類提供のお願いにご協⼒いただき誠にありがと
うございました。最近は急に涼しくなってきましたので、
早速活⽤させていただいております。

ひな祭り

2014年（平成26年）10⽉発
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みなさまとかりんをつなぐ かりんかわら版です

『シナプソロジー』体操を取り⼊れるようになり、皆様イキイキと⾝体を動か
しておられます。職員も⼀緒に⾝体を動かし、いつも使わない筋⾁を使ったりし
てスッキリした気分になります。でも、体調がすぐれない時には無理をされず、
⾒学なさってください。

先⽇は東京・⼤阪・札幌と⼤都会にゲリラ雷
⾬が発⽣し、冠⽔や⼟砂災害等の被害が出まし
た。『いまだかってない…』と発表されるたび
に『どれほど？』と⼼配になります。
新潟の冬、⼤雪にならないで欲しいですね。

いつもデイサービスかりんを御利⽤
いただき誠にありがとうございます。

今月の職員紹介ｺｰﾅｰ

⽥村 晃弘 趣味はスポーツ観戦【⾺】
動物鑑賞【⾺】です。特技は汗をかくことで
ご利⽤者様が楽しく笑顔で過ごしていただけ

坂⽖ 杏奈 休⽇は娘の部活の送り迎えで

『いくとぴあ⾷花』へ

⾏ってきました

⼗⽉にも⾏きます

⼿作業クラブお団⼦を皆様で作って

おいしく頂きました

H26年
10月

3

掲載している写真は御本⼈、ご家族様より同意を頂いております。

２１

物送り
ゴルフ

☆ドリンクバー外出レクリエーション

カラオケ

忙しくしています。この夏、嬉しかった事は
庭で⽻化したセミを２度⾒られた事です。

佐久間 幸⼦
趣味は、お菓⼦作りとドライブです。
皆さんとお話しするのが、とても楽しく
感じる毎⽇です。

⼤正琴の演奏に

『感動！』
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☆ドリンクバー

脳活体操塾

カラオケ

カラオケ
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カラオケ

脳活体操塾

カラオケ

☆ドリンクバー

☆ドリンクバー⼿作り教室 ☆かりん運動会☆
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⼿作り教室

サツマイモゲーム

（かりんは祝⽇は営業しております。⼟・⽇お休みです。）

競⾺ゲーム
☆ドリンクバー カラオケ

⼿作り教室（先⽣）
カラオケ ハロウィーンゲーム

（ハロウィーン）



10⽉は涼しくなってきましたので、⼤好評のお買物ツアーに⾏きたいと思います！！
⾏き先は「伊勢丹・三越・アピタ・100円均⼀・ホーセンタームサシ」の

脳活体操塾のご案内

中からお選びいただけます。（後⽇アンケートをとらせていただきます）

かりん⾷堂にて、
秋の運動会を⾏います

外部よりリハビリの先⽣をお呼びして、運
動を⾏っています。「転ばない体づくり」
「歩⾏寿命をのばしましょう」や⼥性なら 秋の運動会を⾏います。

種⽬、⽇程など詳しくは
後⽇お知らせ致します。
たくさん体を動かし

「歩⾏寿命をのばしましょう」や⼥性なら
ではのしわ伸ばし体操や男性の体の特徴を
⽣かした体操など、個々に合った体操を
⾏っています。

開催⽇ たくさん体を動かし
ましょう！！

開催⽇
●１０⽉１４⽇（⽕）
●１０⽉２３⽇（⽊）
※⽕ ⽊以外の曜⽇の利⽤の※⽕、⽊以外の曜⽇の利⽤の
⽅も追加でのご利⽤受付けて
おります。

平成 ２６ 年 １０ 月 デイサービスセンターかりん 予定献立表

1 選択メニューの日 2 3

木曜日

ご飯

金曜日

ご飯

味噌汁味噌汁

青菜ご飯／ふりかけ

味噌汁

平成 ２６ 年 １０ 月　　デイサービスセンターかりん　予定献立表
月曜日 火曜日 水曜日

ヒレカツの和風だし浸し

◎おやつ　パンケーキ

ひじきと大豆の煮物

味噌汁

果物（キウイ）　　　牛乳

味噌汁

のっぺい

◎おやつ　抹茶蒸しパン

ふくさ焼き卵

果物（カクテル缶）　　牛乳

◎おやつ　ヨーグルト和え

煮魚（カレイ）

味噌汁

野菜炒め

果物（黄桃缶）　　牛乳

6 7 8 9 10

果物（黄桃缶）

カレーライスご飯

味噌汁

根菜の粕煮

カレイの青のり焼き 福神漬

マリネサラダ

ご飯

すき昆布煮 もやしとベーコンのソテー 南瓜のそぼろあん

味噌汁 味噌汁 味噌汁

ご飯 ご飯

鮭のムニエル　ホワイトソース白身魚のフリッター甘酢ソース 鶏肉の幽庵煮

13 14 15 16 17

果物（黄桃缶）

◎おやつ　バウムクーヘン ◎おやつ　フルーチェ

ジョア　ストロベリー味

ご飯

果物（バナナ）　　　牛乳

根菜の粕煮

ご飯

すき昆布煮

◎おやつ　コーヒーゼリー

果物（りんごコンポート）　　　牛乳

◎おやつ　ミニおはぎ

果物（白桃缶）　　　牛乳

もやしとベーコンのソテー 南瓜のそぼろあん

◎おやつ　フルーツ寒天

果物（パイン缶）　　牛乳

ご飯黒米とさつま芋のご飯

郷土料理の日
（長崎）長崎チャンポン

果物（洋梨缶）　　牛乳

和風おろしハンバーグ

チンゲン菜の卵炒め

メバルのみりん焼き

果物（オレンジ）　　　牛乳

◎おやつ プリン ◎おやつ ミニたい焼き

キャベツのコンソメ煮

味噌汁味噌汁

果物（梨のコンポート）　ヤクルト 果物（キウイ）　　牛乳

◎おやつ プチクレープ◎おやつ 駄菓子 ◎おやつ プリン

味噌汁 さつま汁

牛乳 揚げ茄子の田楽 キャベツのおかか和え

鶏肉の醤油煮鮭のごま風味煮ぶどうゼリー

ブロッコリーのサラダ

20 21 22 22 23

◎おやつ　プリン ◎おやつ　ミニたい焼き

きのこ入りさつま揚げ

ご飯

鮭のチャンチャン焼き風

ご飯

すまし汁

鯖の味噌焼き

ご飯

◎おやつ　プチクレ プ

鶏肉のトマトソース煮 果物（白桃缶）

ご飯 けんちんそば

◎おやつ　駄菓子 ◎おやつ　プリン

はんぺんとワカメのぬた すまし汁味噌汁味噌汁

27 28 29 30 31

果物（キウイ）　　牛乳

◎おやつ　黒糖フークレア

ご飯

茄子のけんちん

◎おやつ　駄菓子

たらマヨサラダ

果物（カクテル缶）　　牛乳

パン盛り合わせ

牛乳

リンゴゼリー　　牛乳

◎おやつ　フルーチェ

ご飯

かんぴょうの炒り煮

◎おやつ　ブッセ ◎おやつ　ドームケーキ カスタード

ご飯中華丼

果物（梨）　　　牛乳

かぶのサラダ

ご飯 パン盛り合わせ

果物（オレンジ）　　牛乳

味噌汁

バンサンスー骨なしサンマの漬け焼き

きのこと白菜の旨煮

果物（梨）　　牛乳

味噌汁

鶏の唐揚げ葱ソース（２個つけ）

ご飯ご飯

肉団子のクリーム煮

里芋のいり煮 果物（パイン缶）

すなし汁

ヤクルト 果物（黄桃缶）　　　牛乳

味噌汁

オレンジゼリー ごぼうの煎り煮

花野菜サラダ 鯖の味噌煮

牛乳

中華丼

仕入れの都合により内容が変わる場合があります。

◎おやつ　カステラ ◎おやつ　ヨーグルト入りケーキ ◎おやつ　紅茶ゼリー ◎おやつ　今川焼き ◎おやつ　駄菓子


