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そうめん流し

紙相撲
ゲーム

ラソルで日差しを避け︑隣接した共同

祝敬老の日
デザートパラダイス

〜時の流れ〜待ってました！

連想
ゲーム

〜水都〜しまばら〜

買い物週間
有明ショッピング

水のみ場の恵みを受けながらワクワク

24 日

時のたつのは早いもので︑あれから十

流しそうめんの発祥の地は宮城県高千穂町︒

23 日

しながら待ちました︒いよいよ私たち

22 日

九年〜

21 日

水の都である︑我が故郷﹁しまばら﹂

そこには千穂の家という流しそうめんの老舗

20 日

の順番が巡ってくるとカウンター席の

19 日

８月６日はそんな水の恵みに感謝する

があるのですが︑昭和三十年︑当時の創業者

18 日

特等席！目の前で手際よくかんざらし

プラムパン

島原？いいえ全国的に愛されていた

カラオケ

日として﹁しまばら水まつり﹂が開催

が各新聞社の高千穂駐在記者が野外でそうめ

17 日

を作り出して下さりました︒涼やかな

16 日

かんざらしの名店﹁銀水﹂が復活オー

15 日

されました︒

んを湯がき︑高千穂峡の冷水にさらして食べ

14 日

器に盛られたかんざらしは甘い蜜に浸

13 日

今年は︑島原文化会館を中心に日中は︑ プンすると聞きつけここぞとばかりに

て涼を得たという光景を見て流しそうめんを

靴屋さん
(シューズプラザ)
へＧＯ

12 日

利用者様とお出掛けしました︒やはり︑ されて昔の味が再現されていました︒

11 日

﹁水掛けまつり﹂で賑わい︑日が落ちる

生み出したと言われている︒それがあっとい
う間に全国に広まったのだとか︒先月は館外

第3週

利用者様と懐かしい味に舌鼓を打ち思
わずニンマリしました︒

お手玉

と手作りの竹灯篭や番傘に灯がともり︑ 皆さん待っていた事がよく分かるよう
に外には長蛇の列！外に設置されたパ

紙相撲
ゲーム

優雅な音楽の調べを聴きながらゆった

でのそうめん流し︒八月は館内でのそうめん

カラオケ

りとした気分で自然の恵みに感謝する

流し︒いわゆるお店で見る光景だ︒そうめん

ネイルの日

ことが出来ました︒

を専用の流し機にいれ風流を味わう︒お手製
のそうめん流し機は予想以上にそうめんを冷

フライング
ディスク

〜夏の記憶・精霊流し〜

たくし喉を潤した︒これで今年の夏の終わり

風船
バレー

を満喫し秋の紅葉を迎えられそうだ︒

お手玉遊び

長崎の伝統行事︑精霊流しの日︒

買い物週間
エレナ北門店
＊美容週間＊

島原でもその年に亡くなられた方の︑

10 日

精霊船を造り︑お盆に親類皆で家から

9日

デ イサービ スセンタ ーしまば ら

8日

有明海まで担ぎます︒飾りに使う島原

7日

の提灯は切子灯篭といい︑美しい灯か

6日

﹁ミニ夏祭り﹂
八月十七日︵水︶〜二十日︵土︶にミニ
夏祭りを開催︒毎年恒例となっており︑
デイサービスのみで行い︑毎年工夫を凝
らし開催している︒今年は︑館内で輪投
げ︑ボールを使った的当てゲームを行た︒
どちらも点数を付けており︑順位を付け
ての競争︒上位者には景品もあり︑白熱
した戦いが繰り広げられた︒的当てゲー
ムには職員の顔を型どった的を作成し使
用︑それを目がけてボールを投げても
らった︒職員の顔は表情豊かで利用者様
も投げにくそうだったが︑大笑いしなが
ら参加していた︒玄関先には︑ベンチと
机を用意しその場で綿菓子︑手作りたこ
焼き︑そうめん流し︑ノンアルコールビー
ルを提供しおつまみに枝豆︑ゆでピーを
提供した︒珍しいカラフルな色の付いた
綿菓子に喜ばれ︑円卓になっているハイ
テクそうめん流し機も今年から登場し人

5日

りに包まれています︒軽そうに見える
精霊船ですが実際は重く海に着くまで
何度も休憩します︒﹁ナマイド〜ナマイ
ド〜﹂などと力強く掛け声揃え︑爆竹
を派手に打ち鳴らし︑船を上下に激し
く揺らしながら進んでいきます︒
﹁爆竹の音を聞かないと盆がきた気がし
ない﹂とそんな声も︒
長崎ではお墓参りの際に花火を行う習
性があります︒お墓参り︑花火をする
と親戚一同が集まり︑皆で食卓を囲み
ます︒そんな時間はご先祖様の話に花
が咲きます︒

グ ループ ホーム野 の花
流れていました︒
いき︑お開きとなりました︒たくさん

花火
皆様はこの夏をどのように楽しんで
花火を見て︑皆さんとても満足気で︑

楽しい時間はあっという間に過ぎて

いらっしゃいますか︒海で泳ぐ︑山に
花火の話で盛り上がりました︒また来
年もやりたいといわれる声があり︑来

提供しており利用者様にも人気がある今

登る︑夏の外でバーベキュー︑クーラー
がきんきんに効いた部屋で過ごす等
年も皆様と一緒にやりたいと思いま

日この頃︒
９月の行事では︑買い物にエレナ北門店︑

4日

『シャキシャキもやしがクセになる
日田風焼きそば』
●材料 三(人分 )
・マルちゃん焼きそば３玉入り１袋 ・水１２０㏄ ・豚肉１００ｇ
・もやし 根(切り １)袋 ・ネギ１束 ・卵３玉 ・ごま油適量

①豚肉を一口大︑ネギを小口切り等︑食べやすい大きさに切ります︒

●作り方

②フライパンを中火で熱して︑ごま油を引き豚肉に火を通します︒
③麺を入れて︑水をかけ麺をほぐします︒
④ある程度ほぐれたら︑そのまま中火で麺に焼き目をつけます︒
⑤もやしを入れて火を通します︒
⑥粉末ソース︑ネギを入れます︒
＊焼きそばできあがり︒
⑦お皿に盛り︑真ん中に卵を落として食べるとさらに美味しいです︒
目
( 玉焼きにして乗せてもボリュームがあって︑食べごたえありです

)

日曜日限定
10 月の
お楽しみデイ
カレンダー制作
( バーベキュー )

気だった︒暑い間は︑喫茶にてカキ氷も

色々ありますが︑その中でも身近に楽
す︒

有明ショッピングセンター︑１００均の

第２週

第4週

しまれるのが花火ではないのでしょう
か︒火を扱いながらも︑流れるように

ダイソー︑プラムのパン屋さん︑国見町
の百花亭︒また︑デイサービスにてバー

落ちていく花火は︑暑い夏の夜に納涼

ベキュー︑デザートパラダイス︵デザー

感を演出します︒
野の花でも利用者様に夏を感じて頂

ネイルやハンドマッサージの提供︒靴の

べに外出︒敬老会前に美容週間と題して︑

トバイキング︶︒ガストへデザートを食

きたいと思い夏の風物詩でもある花火
を行いました︒利用者様はしばらく花
火をしていないようで︑楽しみにされ
ていました︒バケツに水を溜めて︑安

購入ができるよう北門のシュープラザへ
の外出 と
…それぞれ予定しています︒
九月十四日︵水︶〜十七日︵土︶には敬
老会を開催︒現在︑職員一丸で計画中で
す︒職員一同お待ちしております︒

厨 房 だ よ り

全に十分配慮して準備万端︒包装を開
くといろんな種類の花火があり︑利用
者様は感心するとともに︑楽しそうに
眺めていました︒火をつけてみると︑
花火はさらにたくさんの表情を見せま
した︒何度も色が変わったり︑キラキ
ラと零れ落ちるように光ったり︑弾け
たりと利用者様はその変化が起きる度
に驚かれておられました︒とりわけ利
用者様に人気があったのが線香花火で
した︒ほかの花火に比べて︑控えめに
輝きますが︑そこに魅力が凝縮してい
るように思います︒ぱちぱちと光る線
香花火を垂らしながら︑皆さんで微笑
みあい︑そこにはとても優しい時間が

第1週

亮太兄さんの 百花亭に
お楽しみDay お出掛け Day
プラムパン

3日
1日

2日

（土）

（金）

（木）

（水）
（火）
（月）
（日）
週予定

● ● ● ● ●

9 月 行事予定表
● ● ● ● ●

