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Happy valentine!!
こんばんは、認知症デイサービスビハーラ、本日のブログ担当は大森です！２
月１４日、今日はバレンタインデーですね！いつも色々と趣向をこらしたメニュ
ーを考えてくれている厨房スタッフですが、献立表を見ると… 「ちょっとバレンタ
インデーを気取ってみました御膳」ん？メニューではなく、不思議な名前が書い
てあります。「何やろねぇ？」スタッフも勿論内容を知らないので、楽しみにお昼
を待ちます。すると… パン、スープ付きのおしゃれなワンプレートランチ！！ハ
ート型のニンジンが乗っていたり、ちょっとしたデザートも付いています。「うわ
ぁ！すごいねぇ！！」と盛りだくさんのおしゃれなプレートに、皆さんビック
リ！！「これだけのもん作ろうと思たら大変よね！！」と感心しながら召し上が
っていました。ご利用者は勿論、スタッフも毎日楽しみに頂いています。出勤し
てまずお昼のメニューを確認するスタッフも、いたりいなかったり…！？（笑） ●
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● さて、午後からおやつ作りだったのですが、バレンタインデーということで、今日のテーマは「チョコレートのお
やつを作ろう！！」でした。チョコレートのおやつと言っても、考えてみたら数え切れないほどあるので、何がいいかなぁと前々から思案していた
のですが…。「ミニチョコバナナ春巻き」に決定！！結構簡単に出来ますが、ご利用者と一緒に出来る作業もたくさんあります。手順としては…
①春巻きの皮を４つに切ります。 ②バナナとチョコレートを春巻きのサイズに合わせて切ります。 ③バナナとチョコレートを春巻きに乗せ、巻い
ていきます。 ④クッキングシートに並べて、オーブンで焼きます。 ⑤オーブンから出して、少し冷ませば出来上がり！！おまけで、ハートのマシ
ュマロも一緒に頂きました。普段は横になっていることの多いご利用者も、いきいきとした表情で、次々と春巻きを巻いてくださっていました。皆さ
んの素敵な表情を逃すまいと、デジカメを持ったスタッフも必死です！これからも、お一人おひとりが輝いて過ごせる場面を少しでも多く提供出
来るよう、また、その瞬間を見逃さないよう、日々の関わりを大切にしていきたいと思います。
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ンティアの先生に教えて

ハーラにはなんと本物の和尚さんがいます。（えっ）いつもいるわけで

いただきながら、皆さん一

はないですが、和尚さんのお経はよく声がとおり響きます、やっぱり本
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物は違うなあと感心してしまいます。利用者さんの中には和尚さんを

か…。やっぱり、こっちがえぇかなぁ？」「んー、出来た！」 ほとんど同じ

心待ちにしている方もおります。スタッフとはまた一味違う雰囲気で利

素材を使っているのに、出来上がった作品はどれも全く違います。それ

用者さんの話に耳を傾けられています。 よく誤解されますが、(●´ω｀

ぞれのご利用者の雰囲気が出るというか、それぞれに個性があり、そ

●)ゞビハーラは決して仏教を推し進めているわけではありません。よく

れぞれに素敵ですよね～♪ さて、今日のお昼ご飯のメインは、カキフラ

聞かれるのは、「他教でもいいんでしょうか？」と言われることもありま

イ！！朝の会で献立を紹介すると、喜んでいたのはスタッフの方でした

すが、ぜんぜん大丈夫です。モンダイナッティング！！私達スタッフも

が、いざ出てくると、ご利用者にも大好評♪ 「美味しいねぇ」と、皆さん、

和尚さんとよく関わらせていただいて、逆に和尚さんにも色々な方が

あっと言う間に召し上がっていました！！他のメニューは、ご飯、かぼ

いるんだなぁといい勉強になります。（笑）

ちゃとひじきのお袋煮、バナナヨーグルト。今日もほとんど残飯はあり

2012/02/13 ビハーラブログ

ません！！ビハーラのご飯は美味しいと評判なんですよ♪ 今後、厨房
スタッフもここで紹介していけたらなと思っています！！
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しも走ろうか！」と言われる方がいて、なん

す。化粧の歴史は古く、世界的には古代エジ

硬さに、丸めたものを平らにします。くっついて

だか私勇気づけられた様な気がしてこれか

プト頃からはじまり、日本では平安時代におし

なかなか取れませんでした。（困）ホットプレー

らの一年頑張りたいと思いました。しかし、

ろいを使用した化粧法が東ローマから伝わっ

トで両面程よく焼いてお醤油を塗ります（スタッ

一人ではなかなか続けにくいので、同じ目

たそうです。こちらがツールの一部。ご利用者

フ）フロアが煙に巻かれ、報知器が鳴ったらど

標に向かう仲間を見つけるため、まず、スタ

さんは初め、慣れないためか、「そんなんせん

うしようっと冗談交じりに話していました。でき

ッフの大森を巻き込もうと誘いましたが・・

っ！！」「えーっ」と言われていましたが、他の
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醤油が多かったのか濃いめでしたね。チーズ

す。やるぞ～～ヾ(＠°▽°＠)

んといいますか言葉では表現できない女性特
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の方はチーズのまろやかさが塩気をおさえて、

有の喜びが現れていたように思います。普段

美味しかったです。フロア中にお醤油の香ばし

化粧をされないご利用者さんに関しては、あっ

い匂いが漂い、他のスタッフが匂いに誘われ

化粧でこんなにも変わるんだなと改めて驚きま

「いいにお～い」とやってくるほどでした。ご利

した。（女性スタッフでもあります。笑）女性の

用者さんの反応は様々で・・・「おいしいよ」「ち

誰もがそうであるようにご利用者さんもずっと

ょっと、辛いねぇ～」「（口にして）なに、これ煎

化粧とつきあってこれられたわけですから、女

餅」と賛否両論でした。(●´ω｀●)ゞ・・・それでも

性にとって化粧というのは男性の私には理解

１０１歳のご利用者さんは喜んで食べてくださ

しきれない深い特別な意味があるのだと感じ

り、複雑ではない素朴な味がよかったのかもし

ました。（Ｔ＿Ｔ）メイクをされる方たちを見て、と

れません。スタッフのは「レシピ通りしたのにな

ても嬉しそうにされているので、そんなにいい

ぁ～」とつぶやいていました。（笑）

もんなら私もしてもらおうかなってちょっと思っ

2012/02/09 ビハーラブログ

てしまいました。(///∇//)（変な意味じゃないで
すよ・・・）
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今日の
認知症デイブログ担当は大森です。今日は愛
媛マラソンでしたね！！午前中から、皆さんと
テレビを囲んで応援していました。「しんどか
ろうなぁ」「甘いこっちゃ、走れんわい」「家族や
親戚が出とる人らは、必死で応援しよらいね
ぇ」それぞれに、選手を応援したり、心配した
り…。ゴール直前までもつれこんだ片岡選手
と尾形選手のトップ争いには、ご利用者だけ
でなく、スタッフも目が離せませんでした！！
昼食の後は、折角近くを走っているのだから、
見に行ってみよう！！ということで、東長戸ま
で行ってみました。 「頑張れ～！！」「もうちょ
っとよ～！！」初めの方は遠慮気味だった応
援の声も、段々大きくなります。 坊ちゃんとマ
ドンナに出会いました♪大仏とか、スーパーマ
ンとか、カニとか…色々な格好をした選手が
いましたね。結婚１０周年、というタスキをか
けたご夫婦も。本当に色々な方が走られてい
ました。昨日のブログにも書いたとおり、友人
が出場（分かっているだけで３名）している大
森は、必死で探します！が、過去最高となる
７３５２人が参加しているということで、見付け
るのは容易ではありません。応援に出かけた
のも１４時半を過ぎていたし、３７ｋｍくらいの
地点なので、もう既に通過している可能性も
十分にあります。沿道の皆さんと一緒に応援

です今朝

日の認
知症デイビハーラのブログ担当は大森で
す！！節分も終わり、今日は立春。暦の上で
は春ですが、まだまだ寒さは和らぎそうにあり
ませんね…。さて、今日の午後からは個別レ
クとブンネ音楽療法を行ったのですが、個別
レクとしては、縫い物をする方、塗り絵をする
方、折り紙をする方に分かれました。私もご利
用者と一緒に、折り紙に挑戦！！今日は何を
作ったかというと… 可愛いハートがい～っぱ
い出来ました♪♪♪ そして、小さなハートを４つ
組み合わせて、クローバーも！！！あと１０
日ほどでバレンタインということもあり、フロア
の壁面もハートでいっぱいにしてみてもいい
かなぁと皆で話していました。鬼の貼り絵も可
愛いのですが… 節分も終わったし、いつまで
も飾っている訳にもいかないですよね…。さ
て、明日は愛媛マラソン！！残念ながら、今
年はビハーラから出場するスタッフはいませ
ん（昨年は認知症デイスタッフ宇都宮が出場）
が、私の友達も何人か出場するので、無事に
完走できることを祈りながら、テレビにかじり
つきたいと思います（笑）出場される皆さん、
頑張ってくださいね～！！そうそう！！大事
なことをお知らせするのを忘れておりまし
た！！！ビハーラ新聞始めましたので、こち
らもよろしくお願いいたします♪

すること数分…まずは１人発見！！（気付い
たのが遅く、写真撮り損ねました）そして、もう

は県内全域で積雪してましたね～道路も凍っ
て大渋滞私も普段は車通勤のところを、電車
とバスを乗り継ぎ、１時間以上かけて何とか
辿り着きましたが、ビハーラに着いてほっとし
たのもあってか、敷地内で滑り、危うく転んで
しまうところでした油断は禁物ですね ●○●○●
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● ビハーラ２Fから
の眺めです滅多に無いことなので、時間をお
って撮影 ①８時４０分頃一面真っ白です。 ②
１０時５０分頃日も差し始め、少しずつ解けて
きました。 ③１２時４０分頃建物近くの影にな
っているところはまだ残っています。 ④１４時
３０分頃もうすっかり解けてしまいました。ずー
っと残っていても困りますが、解けてしまうと
何だか寂しいような ●○●○●○●○●○●○●○●○●
○●○●○●○● 昨日の藤田の記事にもありまし
たが、今日は節分ということで、巻き寿司を作
りました材料はこちら酢飯に… シイタケキュ
ウリカマボコゴボウ三つ葉ニンジン玉子焼き
干瓢あっっ肝心の海苔を写し忘れましたさ
て、お昼前から作り始めたのですが… 流石
手際よく巻かれるご利用者に対し、たどたどし
い手つきの大森ですが、花嫁修業と思い、お
母さんスタッフの松野に教えてもらいながら、
見よう見まねでやってみました結構上手に出
来た…かも美味しそうでしょ～無事に完成し、
今日のお昼ご飯ですが… まずは、ご利用者
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と一緒に作った恵方巻きそして、つみれ汁・し

しばらくして… いた～っ！！フルマラソン初出

しゃものピカタ・揚げ出し豆腐・みかんでした

場の友人です。もうかなり疲れているだろう

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 午後か

に、声をかけると笑顔を向けてくれました♪寒

らは、突然珍客がやってきましたうわっ何だこ

かったり雨がパラパラし始めていたため、そ

の人はと思っていたら…自己紹介が始まりま

れほど長い時間はいなかったのですが、奇跡

した。「どうも、赤鬼です年齢２６歳、出身は種

的に、友人３人のうちの２人を見付ける事が

子島。妻は青鬼、子どもは黄鬼とピンク鬼」

出来ました！！残りの１人は既に通過してい

「…種子島」「ん…鬼は種子島でしょ」「鬼ヶ島

たようで、３人とも無事に完走したとのこ

やろ」「あ…」一見怖そうでもおっちょこちょい

と！！愛媛マラソンに参加された方、ボランテ

な赤鬼さんでしたが、ご利用者の皆さんから

ィア含め関係する全ての方々、本当に本当に

の「福は～内鬼も～内」の元気な掛け声に、

お疲れ様でした！！ たくさんの感動をありが

豆やらお菓子やらをたくさん配って行ってくれ

とうございました！！！ちなみに…今日一緒

ました女性のご利用者の一人からは、「かっ

に出勤していた藤田が、「見よったら俺も走り

こいい」という黄色い声援も今日は何だか盛り

たくなってきた～っ！！！」としきりに言ってい

だくさんの一日で、ブログも３日分くらい書い

たので、来年はきっとエントリーすることでしょ

たような気がしますですが、楽しいことはいく

う。そしたら、でっかい（笑）横断幕作って、皆

らあってもいいですよね明日も皆さんにとって

で応援に行かねば！！

楽しい一日となりますように
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