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豆まき

令和3年1月8日に特養でコロナウィルス感染者が確認され、只

今デイサービスは自粛とさせていただいている状況です。突然

のお知らせとなり、皆様には大変ご迷惑をお掛けし、申し訳ござ

いません。

1月23日現在、3F特養での感染者数は無症状者を含め、ご入

居者24名、職員が8名となっております。

2F入居者様及びデイサービス職員を含むその他の職員に在っ

ては全員感染は確認されておりません。

また、1月20日以降、初期感染者より順次制限解除の運びと

なっておりますことをご報告いたします。

感染拡大防止の観点から松戸保健所の指示に従い、デイサー

ビスを自粛しておりますが、2月中に再開が出来るよう準備をさ

せていただいております。

再開につきましては松戸保健所及び、各行政機関との協議 ・

指導に基づき決定させていただき、後日正式にご連絡させてい

ただきます。ご利用者の皆様、ご家族様におかれましては大変

ご迷惑をお掛けいたすことをお詫び申し上げます。
≪お願い：お菓子の持ち込みは禁止です！≫

狙ってポイ！！
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≪　緊急でお休みや追加利用のご連絡は・・・　≫

ゴルフコンペ

ご連絡が行き違いや遅れて伝わる事がございます。緊急でお休みや追加利
用希望の際はケアマネではなくアコモードデイサービスに電話でご連絡下さ
い。
　　　　　　　≪　電話　：　０４－７１８９－５２０１　デイサービス宛て　≫

＊　悪天候時の
　　送迎について

2　0　2  1

　　　☆　 2 月 のご案内　☆

カラオケ教室
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水

カップにポン！ 的当て大会

豆まき

マッサージ

お楽しみ風呂

マッサージ

サッカー大会

お楽しみ風呂

ボーリング大会

お楽しみ風呂

ゴルフコンペ

ゆ　う　や　け

昨年もありましたが、台風や雪などの悪天候により

送迎時間　や帰宅の時間に大きな変更がある場合

がございます。事前にご連絡が出来れば良いので

すが、当日の連絡になる場合もございます。ご家族

様にはご迷惑をお掛けいたしますが安全第一の

為、ご協力お願いいたします。

魚釣り大会

第　１３５ 号

令 和　 ３ 年  ２月

3

ア　コ　モ　ー　ド

デ　イ　サ　ー　ビ　ス　セ　ン　ター

火月 土金

お楽しみ風呂

マッサージ

お楽しみ風呂

以前にも広報などでお知らせをしておりますが、お菓子などの持ち込みはご

遠慮ください。

周囲の方に渡してしまう可能性があります。周囲の方々は食事制限のある方

や、固い物が食べることが出来ない方が多くいらっしゃいます。

日 今 月 の 歌木

今
月
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で
す

お楽しみ風呂

的入れ大会

輪送り大会

お楽しみ風呂

お楽しみ風呂 お楽しみ風呂

お手玉ツムツム輪投げ大会

カラオケ教室 輪投げ大会

24

お楽しみ風呂 お楽しみ風呂

銭形平次ゲーム

カラオケ教室 サッカー大会

≪　感染症予防のお願い　≫

我孫子市内でもコロナウィルスやインフルエンザに感染さ

れる方が増えています。当事業所としましても感染症予防

対策に努めておりますが、ご本人様 ・ ご家族様のご協力

とご理解も予防対策として大変重要な状況となっておりま

す。

感染症予防対策として、ご自宅での検温、デイご利用時に

マスクのご用意と着用を出来る限りお願いいたします。

また、体調不良時や発熱などの症状がございましたら、ご

利用を控えていただくようお願いいたします。

今後、朝の送迎時に検温をさせていただき、微熱 (37.0℃)

以上であった場合はご利用を控えて頂く事もございます。

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ダービーゲーム

≪　ちょっと体操の時間　≫≪　デイサービス、自粛について　≫

スリッパ飛ばし

ボーリング大会

お楽しみ風呂 お楽しみ風呂 お楽しみ風呂
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曜日

日付

日付

日付

日付

日付

2月18日(木)昼食

『かぼちゃのミルク煮』

南瓜は甘くて柔らかく、栄養満点で小さなお
子さんからお年寄りまで人気の野菜です。
今回は南瓜をミルクとバターで味付けしたミ
ルク煮をお出しします。醤油ベースの和風
の煮物が多かったので新鮮に感じていただ
けると思います。

バレンタインデーはローマが発祥と言われて
います。この日は女性から男性へチョコレー
トを渡す日と思われていますが、実はチョコ
レートを渡すのは日本独特の習慣だそうで
す。諸外国では男性からプレゼントを贈った
り、カードの交換など様々なようです。

2月14日(日)おやつ

『チョコプリン』

もぶり飯とは広島県の郷土料理で、甘辛く
煮込んだ具を混ぜて食べる混ぜご飯の事
です。“もぶる”とは広島弁で“まぜる”を意
味しており、そこからこの名が付いたそう
です。

スイートポテト

2月19日(金)昼食

『もぶり飯』    [広島県郷土料理]

味噌汁 味噌汁 粕汁 味噌汁

バウムクーヘン パウンドケーキ ミニ今川焼き みたらし餅

15
時

マドレーヌ 鈴焼き ミルクまんじゅう りプリン ぜんざい カップケーキ

昼

『節分』
今年の節分は2月2日で

す。節分は立春の前日

という決まりがあり、地

球と太陽の位置から計

算すると今年はこの日

になりました。節分には

邪気払いの意味合いが

込められています。

15
時

ペアプチシュー 雅桃山 ミルクまんじゅう

昼

水ようかん ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ 抹茶プリン

味噌汁

御飯 ポークカレー 御飯 御飯 御飯

チンジャオロース キャベツとツナの炒め物 白身魚のグリル もやしとコーンのサラダ 酢鶏 ホッケの塩焼き 鶏肉のオニオンソース煮

さつまいもの甘煮 かぼちゃのサラダ 枝豆とベーコンのソテー 洋なし缶 ひじきとしいたけの煮物 チンゲン菜の煮浸し

イチゴクレープ

ミルクスープ 大根の和風ドレサラダ ブロッコリーのミルク和え 白菜の梅かつお和え キャベツとなめこの和え物

22 23 24 25 26 27 28

御飯 ミートソーススパゲティー

えび風味焼き

ｶﾘﾌﾗﾜｰﾚｻﾗﾀﾞ

昼

15
時

栗あんまんじゅう きなこシフォンケーキ クリームコンフェ 黒糖水ようかん パウンドケーキ ファンシーケーキ チョコプリン

さんまの山椒煮 筑前煮 ブロッコリーサラダ 味噌おでん ごぼうと豚肉の炒り煮 さわらの若狭焼き ハンバーグ

卯の花 キャベツと鶏肉の煮浸し

フルーツ もやしの麹ナムル さつまいもサラダ

味噌汁 味噌汁

御飯 あんかけ卵とじうどん 御飯 御飯

胡瓜の柚香漬け 味噌汁

ホキの香草パン粉焼き

1 2 3 4 5 6 7

いわしの生姜煮

昼

御飯 巻き寿司 御飯

味噌汁 コンソメスープ 洋なし缶の紅茶ジュレ

焼きあじの南蛮漬け 赤魚の西京焼き

15 16 17 18 19

昼

松風焼き やっこ(醤油) フルーツ 白菜と鶏肉のとろみ炒め 味噌汁

しろなのピリ辛和え キャベツとツナのサラダ 野沢菜漬け

すまし汁 味噌汁 フルーツ

鶏肉の柚子茶煮 白身魚の香草焼き

マンゴー缶 ブロッコリーのごま和え ふろふき大根 かぼちゃのミルク煮 キャベツと豚肉の炒め物 うまい菜のじゃこ炒め 大根と鶏肉のべっこう煮

チンゲン菜の炒め煮 れんこんと平天の煮物 豚肉のごま醤油炒め

御飯 御飯 もぶり飯 御飯 御飯

茶碗蒸し 胡瓜の甘酢和え ちくわのピリ辛和え とろろ汁 れんこんのマヨサラダ 刻みおくら

味噌汁 味噌汁

かきたま汁 コンソメスープ

8 9 10 11 12 13 14

御飯 御飯 キーマカレー 御飯 鶏そぼろと卵の二色丼 御飯 御飯

20 21

ちゃんぽん麺 ねぎとろ丼

15
時

ワッフル きなこプリン 水ようかん

メンチカツ･イカフライ レモンチキン れんこんと鶏肉の炒り煮 高野豆腐の炊き合わせ あじの照り焼き

大根と平天の炒め煮 肉金平(牛肉) 高野豆腐のサイコロ煮 キャベツと豚肉の煮物 うまい菜とツナのサラダ キャベツのじゃこ炒め 切干大根と鶏肉の煮物

カリフラワーｻﾗﾀﾞ ポテトサラダ ブロッコリーｻﾗﾀﾞ 味噌汁 味噌汁 手作り味付きごま豆腐

味噌汁

地域との交流会

急なお休みの時

定期的な夕食サービス希望者の方に、お弁当をご用意しています。
≪要契約≫ １食３８０円です。（ 昼食は４００円です ）

ご都合に応じてご利用出来ます。　前日までにご連絡ください。

夕食サービス

延長 ・ 短縮

急なお泊り

急なご利用の時

年中無休

その日の朝ご連絡をいただいてもご利用出来ます 。（8：30～17：
30）但し昼食が広報のメニューと異なる事がございます。

日曜日、年末年始やゴールデンウィーク等ご利用出来ます。

おしゃべりをしながら楽しくリハビリ♪

毎月、色々なボランティア様が来苑されています。
（感染症時期は中止となります）

カラオケ教室の他、毎日皆さんに楽しんでいただいています。

毎日リハビリ

趣味活動

カラオケ

特養でのショートステイが可能です　（ベッドの空きにより）。

積極的に、地域の交流会に参加させていただいています。

当日の朝、８：００頃までにご連絡頂ければ、キャンセル料
はございません。

昼

2月2日(火)昼食 2月11日(木)昼食

『味噌おでん』[愛知県郷土料理]

15
時

アコモード　デイサービス　献立表　２０２１年 ２月

月 火 水 木 金 土 日

愛知県の味噌おでんは

味噌だしに具材を入れ

て煮込むタイプです。愛

知県でよく食べられてい

るコクのある赤味噌を使

い、濃厚な味わいに仕

上がっています。


