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今林の里 人気給食レシピ 第３弾
～すき焼き風炒飯～
作り方

材料（４人分）

さとまつりを終えて

①野菜はうす切り、糸こんにゃ

・ごはん

３人分

・牛こま切れ肉

200ｇ

・にんじん
・たまねぎ

1/2本
１玉

②フライパンにごま油を熱し、

・しいたけ

２枚

③材料がしんなりしてきたら、

・糸こんにゃく

１袋

くは短くカットします。
材料を炒めます。
調味料を入れます。

炒め油
大２

④ごはんを加えて味をなじませ

・こい口醤油

大２

⑤最後に塩で味を調えればでき

・料理酒
・粉末だし

大２
小２

糸こんにゃくを米粒に見立て、かさ増し効果アップです。

・塩

少々

すき焼きの残った鍋にごはんを炒め、おこげを作って食べるもよし。

・ごま油
・砂糖

ながら炒めます。
あがりです。

１１月１２日 日
( 今
) 林の里
にて「第１８回さとまつり」

を開催しました。今年は天候

に恵まれ、利用者の開会宣言

から始まり、今川学園保育所
の子どもたちのかわいい演奏

と元気な声が響き渡り、「あ

ざーす・のず」さんの大道芸

のパフォーマンスで笑いと拍
手で溢れかえりました。また、

利用者の方々の「のど自慢大

会」も開催され、ホールは多
いに盛り上がりました。

屋外では、から揚げ・牛丼・

焼きそば・芋煮・飲み物など

の飲食コーナーから木工作品
やプリザーブドフラワーの自

主製品、通所家族会のバザー

コーナーなど多くの模擬店が

オープンしており、賑やかで
した。また、バルーンアート

のコーナーも設けられ、こち

らは子どもたちや利用者の方々

お好みで温泉たまごや紅生姜をトッピングしてもおいしいですよ。
栄養士：田嶋 愛

クリスマス会

展示コーナーに関しても、

が楽しんでいる姿がありま
した。

法人内の各施設の作品を展示
しました。利用者の方々の作

品や今川学園保育所の子ども

たちが作った絵などを来場者

の方々が熱心に見入っていま
した。

さとまつり開催の前日から、

「シンコーハンガー」様、
「大阪中央冷蔵」様や地域の

皆様にご協力いただき、誠に

ありがとうございました。

当日お越しいただいた来賓
の方々、模擬店に出店してい

ただいた「グランママ」様、

「常磐会短期大学」の学生の

方々、コスプレでさとまつり
を盛り上げてくださった、

「虹色の架け橋」様、模擬店

や利用者の支援にご協力して
いただいたボランティアの皆

様に感謝申し上げます。

ありがとうございました。

☆電車の場合☆
ＪＲ大和路線「平野駅」下車

Merry Christmas
とっても楽しい1日
になりました☆彡

徒歩１０分

☆バスの場合☆
大阪市営バス「育和公園前」下車

徒歩３分

☆お車の場合☆
２５号線天王寺方面より平野大通東の交差点を左
折し高架を下り、すぐに左折。
ななめ向かいにコインパーキングがございます。
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イス取りゲーム
は大接戦！

運動プログラム では、
楽しんで体を動かして頂
き、利用者さんたちの運
動不足の解消を目的とし
て活動を行っています。
主な内容としては ウォー
キング、トランポリン、
椅子取りゲームなどです。
また、公園内を散策する
など、外での活動も多く
取り入れていこうと考え
ています。
これからも、利用者の
みなさんの健康づくりに
取り組んでいきます。
運動プログラム
担当： 川元 卓弥

レクリエーション
では主に、カラオケ・
喫茶・映画鑑賞など
の活動を行っていま
す。
カラオケでは、実
際にカラオケの機械
を使って、利用者の
みなさんがリクエス
トする曲を入れ、マ
イクを持って楽しく
歌っています。
喫茶では、毎週金

千尋

曜日に１週間お疲れ様で
したの気持ちを込めて、
みんなでお茶とお菓子を
美味しくいただきます。
映画鑑賞では、ディズ
ニーやスタジオジブリな
ど懐かしい作品から最新
の作品まで様々な映画を
大きなスクリーンで鑑賞
しま す。
これからも利用者のみ
なさんが、楽しくリラッ
クスして過ごせる活動に
していきたいと思います！！
レクリエーション
担当：金井

身体 ケアプログラムは
主に高齢の利用者さんを
中心とした活動です。好
きな音楽に合わせて大き
な声で歌ったり、ラジオ
体操などで身体を動かし
ています。
また、利用者さん一人
ひとりのペースで、手先
を使う作業、ぬり絵、季
節に合わせた作品づくり
も行っています。
これからも体調面に注
意して、ゆっくり取り組
んでいきます。
身体ケアプログラム
担当：幸 秀典

三宅

★

崇央

利用者さんたちが毎年楽し
みにしている一泊旅行に 行っ
てきました。
今年は三重県伊賀市に ある
「伊賀の里モクモク手づ くり
ファーム」を目的地に決 め、
パン作りと動物とのふれ あい
を体験してきました。ま た宿
泊先は同ファーム内にあ る珍
しい円形ドーム型のコテ ージ
を利用しました。
パン作り体験では、パ ンの
おいしい香りがする工房 で、
それぞれの個性豊かな形 のパ
ンが出来上がりました。
コテージでは、ドーム 特有
の音の反響や形に興味津 々な
方が多く、普段とは違っ た空
間を楽しまれていました 。や
はり一番人気のお土産は 名物
のソーセージでした！

★

身体ケアプログラム

運動
プログラム
１１ 月１ ６日 ～１ ７ 日で
和 歌 山休 暇 村 ・ 加 太 へ一 泊
旅行に行ってきました！
の んび り ゆ っ た り とし た
行 程 での 一 泊 二 日 。 一日 目
は温泉 ・お 食事 を満喫 しま
した。お部屋は全室オーシャ
ンビュ ー。 露天 風呂か らの
眺めは 言葉 では 言い表 せな
いほどの美しい景色でした。
お食 事後 はみ なさん お待
ちかねの大好きな宴会♪ み
なさん十八番を大熱唱。大
盛り上がりの夜でした♪
二日目はみかん狩りを堪
能しました。どの木のみか
んが一番おいしいか、食べ
比べ合戦！「おいしいー！」
の声がたくさん聞こえてき
ました。
帰りにはたくさんのお土
産を購入し、大満足な一泊
二日の旅でした♪
青木 香菜

レクリエーション
「伊賀の里モクモク手づくりファーム」
へ行ってきました！
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日中活動の紹介
「和歌山休暇村・加太」
へ行ってきました！
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