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鉄腕アトムの日
1963（昭和38）年のこの日、初の国産連続テレビアニメ

「鉄腕アトム」が放送開始しました。手塚治虫の漫画を原作
として、人と同じような感情を持つ少年ロボットのアトムが活
躍する物語です。

書き初めの日
年明けに初めて毛筆で書を
書く行事です。書いたもの
は、どんど焼き※や左義長※で
焼きます。このとき、火の勢
いで書いた紙が高く舞い上
がるほど、字が上達するとい
われています。
※地域によって呼び

名は異なります

果物言葉 幸福、繁栄
誕生果 橙

果物言葉 希望
誕生果 女峰（イチゴ）

果物言葉 癒し、安らぎ
誕生果 温室西瓜

果物言葉 実直、甘美
誕生果 グルミシャーマ（フトモモ科）

果物言葉 健康、健全
誕生果 金柑

果物言葉 ほのぼのとした愛
誕生果 とよのか

果物言葉 堅実
誕生果 サルノツボ（ナッツ）

果物言葉 やさしさ
誕生果 あかね（リンゴ）

爪切りの日
新年で初めて爪を切る日です。この日に、春の七草（セリ・ナ
ズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ）を浸し
た水に爪をつけて切ると、１年間は風邪をひかないといわれ
ています。

東京消防庁出初め式の日
1659年のこの日、上野東照宮で定火消が
１年の働きを誓ったことから、毎年、東京消
防庁の出初め式が行われます。東京消防
庁の隊員たちによる、はしご乗りや消防動
作の型などが披露され、屋内展示場では消
防車両の乗車体験なども行っています。

さんま寿司の日
三重県熊野市の産田神社で行われる祭礼の後の直会で、
熊野灘沿岸の郷土料理食「さんま寿司」の原型とされる寿
司が出されたことにちなみ、制定されました。さんま寿司とは、
さんまを用いた押し寿司で、主に祝いごとなどで作られる東
紀州の郷土料理です。

とんちの日
とんち話で有名な「一休さん」にちなみ、制定されました。一
休さんは、室町時代の僧侶・一休宗純のことで、その子ども
時代の逸話をまとめた「一休咄」を元にした作品は、多くの
人に親しまれています。

1日（水）

2日（木）

瞳の日
「ひ（１）とみ（３）」の語呂合わせにちなみ、制定されました。コ
ンタクトレンズの正しい使い方や眼鏡のケア方法などを再
確認し、いつまでも瞳を美しく健康に保てるように呼びかけ
ています。

果物言葉 慈愛
誕生果 仏手柑3日（金）

6日（月）

果物言葉 団らん
誕生果 青島みかん

勝負事の日
「一（１）か八（８）かの勝負」の語呂合わせにちなみ、制定さ
れました。サイコロの出目を予想して競う「丁か半か」を由来
とし、丁はサイコロの目が偶数、半が奇数を表しています。

8日（水）

7日（火）

10日（金）

9日（木）

シンデレラの日
1956（昭和31）年のこの日、女優グレース・ケリーがモナコ
のレーニエ大公と婚約を発表したことにちなみ、制定されまし
た。当時この出来事は、女性の夢として世界中で話題となり
ました。

5日（日）

4日（土）
石の日

「い（１）し（４）」の語呂合わせにちなみ、制定されました。この
日に、地蔵や狛犬などに触りながら願いごとをすると、その願
いがかなうといわれています。

【例】
● 車が空を飛ぶようになる
● 沖縄県から北海道まで、１時間で移動することができるよう
　になる
●１家に１台、家庭用ロボットが普及する　  など

1 参加者はチームに分かれ、机の上にそれぞれの物品を用意
する。スタートの合図で、物品を積み上げる。
制限時間内に一番高く積み上げたチームの勝ち。

やり方

積み上げるもの（お菓子の箱、トイレットペーパーの
芯、ティッシュペーパーの箱など）…チーム数分

準備物

「いろいろ載せタワー」をしましょう

2

両手の人差し指を立てて左右に広げ、顔や首を動かさ
ず、左から右へ、右から左へと目線だけを動かす（10回）。

目のストレッチを行いましょう

50年後、100年後に日本がどうなっているのか想像しましょう。

未来を想像しましょう

「夢」を言いましょう

今年の目標を書きましょう

元旦

人日の節句

「とんちクイズ」をしましょう
Q１．

Q２．

Ａの本よりもＢの本の方が面白いと評判です。
しかし、実際はＡの方がよく売れています。それはなぜ？
こたつにネコが２匹入っています。足は何本？

Q１．Ａは上巻、Ｂは下巻だったから
Q２．12本（ネコ２匹の足（８本）＋こたつの足（４本））

答え

今年はどんな一年にしたいか、目標を書きましょう。
※ご利用者同士で目標を見せ合い、その目標を立てた理由や目標達

成のためにどんなことをするのかを話し合ってもよいでしょう。

夜の12時までに、なんでも夢がかなうとしたらどんなことをして
みたいかを話しましょう。

【例】
● 王子様と結婚したい
● 女優さんとデートしたい
● 宝くじを買って、億万長者になりたい
● 鳥になって空を飛んでみたい　　など

「風邪予防に効く食べ物を調べましょう」

体を温めたり、ビタミンＣ・ビタミンＡを摂ることで、免疫力が向上
するといわれています。バランスのよい食事を心がけましょう。

【ビタミンCが多い食べ物】
● パプリカ　●ブロッコリー
●カボチャ　●ジャガイモ　など

【ビタミンAが多い食べ物】
●ニンジン　● 小松菜　●ホウレンソウ　●ニラ　など

郷土料理を調べましょう

【郷土料理の例】
秋田県…きりたんぽ鍋
和歌山県…めはり寿司
愛知県…きしめん

誕生石とその意味・効果を調べましょう

１月…ガーネット／大切な人との絆を深める
２月…アメシスト／恋愛成就、安眠効果
３月…アクアマリン／家庭円満のお守り
４月…ダイヤモンド／永遠の絆
５月…エメラルド／心身を美しく保つ
６月…ムーンストーン／魅力を引き出す
７月…ルビー／成功へ導く
８月…ペリドット／ストレスを軽減させ、内的に美しく輝かせる
９月…サファイア／聡明さ、優雅さを高める
10月…オパール／内面の美を引き出す
11月…トパーズ／未来への希望をもたらす
12月…ターコイズ／邪悪なものから身を守る

1 参加者は、サイコロの出目を予想する。
スタッフはサイコ
ロを振り、参加
者は出目を予想
し、ぴったりだっ
たら成功！何度
か繰り返し、もっ
とも多く出目を
当てた人の勝ち。

やり方

サイコロ準備物

「出目当てゲーム」をしましょう

2

香川県…しっぽくうどん
島根県…しじみ汁
　　　　　　　　　など

※ご利用者と一緒に、郷土料理を作ってもよいでしょう。

答え

押すと気持ちいいけど、落とすと割れるものは何？
「は」にはつくけど、「め」や「みみ」にはつかないものは何？

Q１．

Q１．

Q２．

ツボ Q２．濁点（ ）゙・半濁点（ ）゚

な なぞ ぞ ？？

さ

さ ぎ

こま いぬ

ちょう

じょう び けし

てん

てつ わん

ひとみ

む

ぶっ   しゅ   かん

だいだい

にょ  ほう

いっきゅうそうじゅん

いっきゅうばなし

うぶ

くま の なだ

た なお  らい

そう めい

じょう じゅ

ゆう が

すいか

今日は

何の日 1月

ヨーロッパ

一周したい♪
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組み合わせカード
このページでは、生活動作改善のための体操をご紹介します。

●

●

●

ギュッ

「さき先生と一緒に、
日常生活動作体操」で
動画を見ながら
体操しましょう♪

5秒間
引っ張る

●無理なくできる範囲で
行いましょう

●転倒・転落に十分注意
して行いましょう

体操を行う際の注意

指の運動

●タオルの両端をつまみます。
●５秒間、左右に引っ張った後、
ゆるめます。

上肢筋力の強化効果

「日常生活動作体操」の動画を
お役立ちツールDVD１月号に収録

動画で学べます！ 定価800円（＋税）

握力の運動

●タオルを両手で持ちます。
●３秒間で腕を上げ、４秒のとき
にタオルをギュッと握ります。

●４秒間で腕を下ろします。

上肢の筋力・
手指筋力の強化

効果

６回

４回

今回は、洗濯動作の体操です。タオルを使って、洗濯物を干したりたたんだ
りする動作がスムーズに動かせるように、トレーニングしましょう。

洗濯動作体操組み合わせカード
第10回
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全国から寄せられた事業所での取り組みや
レク・クラフトを中心に毎月紹介しています。 大集合

自慢の

全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや

自

全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや 大大大大大大大大大大集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合

活動に生かせる
ヒントが盛りだくさん！

優秀賞

評

準優秀賞 

評

鶴は白色のお花紙の端をねじり、反対側を細かく手で裂いて豊かな羽に見える

ように工夫しました。空高く羽ばたくイメージで何枚も重ねて貼り、ボリュー

ムを出しています。亀の甲羅は、ひし形にかたどった新聞紙に緑色の色紙を貼

り、金色のスパンコールを付けました。背景には長細く切った３色の

お花紙を横向きに貼り、夕焼けを表現しています。

 立体壁画  鶴は千年 亀は万年

発泡スチロールに切り

込みを入れ、さまざま

な布を木目込みしまし

た。たくさんのデザイ

ンができるように切り

込みの位置を変えたり、

布の柄を変えて工夫し

ています。バランスよ

く放射状に貼り付け、

木目込みアートの完成

です。

 立体壁画  

鮮やかに、きれいに
木目込みました

三重県津市

デイハウス ひょうたん池 様

秋田県湯沢市

いなかわ福祉会 
ケアセンターデイサービス 様

つまようじを使い、ひとつずつ丁寧に木目込み

オリジナル作品を
貼り付けた立体壁画

新年を祝
う

鶴と亀
私たちが作りました！

お花紙を幾重にも貼った
フワフワの羽

裂いたお花紙と
水引の尾

一つひとつ丁寧に作られた作品は、小さな宝箱のようですね。どのデザインもすてきで、見ているだけで心がときめきます。それぞれの作品を組
み合わせ、別作品に仕立てた案もすばらしいです。

鶴と亀をモチーフにした新年にふさわしい大作です。羽ばたく鶴のフワフ
ワとした羽と、ゴツゴツとした亀の甲羅が巧みに表現されています。
2020年最初の優秀賞、おめでとうございます。
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●コピーしてお使いください

買い物の計算をしましょう
名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

白菜　180円 大根　１40円 にんじん　140円

しいたけ　160円 えのきだけ　100円 さといも　200円

豆腐　80円 高菜　250円 かまぼこ　100円

商品を見て、問題に答えましょう

解答例は168ページにあります

脳トレ／計算・買い物

金額

 円
計算

金額

 円
計算

①雑煮を作ろうと思います。あなたならどの材料を使いますか？
　使う商品を〇で囲みましょう。

②〇で囲んだ商品をすべて買うといくらになりますか？
　金額を答えましょう。

③1,000円を払いました。おつりはいくらになりますか？
　金額を答えましょう。

●コピーしてお使いください

危険を予測しましょう
脳トレ／判断力・想像力／ご利用者への自宅生活での注意喚起にお使いください

名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

次の絵を見て答えましょう

① 絵のような場面で、どのような危険が考えられますか？
② 考えられる危険を防ぐには、どのような対策をすると良い
　  でしょうか？

解答例は168ページにあります
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購入はこちらから

https://dayshop.biz/products/detail/276
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