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ラッパーズ一番のご長寿！
～ 今月の1枚 ～

素敵な笑顔で１０１歳♪
７月１ ６日（火）多 目的ホールに てＫ
様１０１ 歳のお祝いを 行いました。 ご家
族様や、 入居者様、太 田市の元気お とし
より課の 方たちが集ま って、にぎや かな
お誕生日会となりました。
太田市 とラッパーズ よりお花がプ レゼ
ントされ 、Ｋ様は「こ んなにお祝い して

夏の暑さを癒して頂くために、

もらって 、ほんとうに ありがとうご ざい

ソフトクリームをご用意させて頂
きました。

まし た。」 と

には見えない！しっかりされてますね。」

ご挨 拶して く

とびっくり 。うなぎが大好 物！おしゃれ

ださ いまし た。 でいつもニ コニコと毎日を 過ごされてい
他の 入居者 の

るＫ様、ま た来年も１０２ 歳のお祝いが

皆様 も、「 と

できるのを 楽しみにしてい ます！

ても １０１ 歳

ソフトクリームの美味しさはもち
ろん、素敵な浴衣姿にも心癒され、
喜んで頂けたのではないでしょう
か♪

（Ｙ・Ｓ）

夏バテに負けるな！

ビ タミ ンＣ ・・ ゴー ヤ・ カブ の葉 ・

２

ピーマン、キウイ、レモンなど。

す。

ク エン 酸・ ・酢 、柚 子、 柑橘 類な ど。 ３

美味しく食べて、夏バテ知らず！

ゴー ヤは スラ イス し て水 にさ ら
にら は２ ～３ ｃｍ に 、玉 葱は ス

上記 のも のを 使用 した ラッ パー ズ

ライスに切り、ポークランチョンミー

太 田の おす すめ メニ ュー をご 紹介 し

ト、 ゴー ヤ、 玉葱 、も や し、 にら を

ます。

入れ て炒 める 。木 綿豆 腐 を崩 しな が

夏バ テの 解消 に役 立つ と言 われ て

なく なる だけ でな く、 疲労 の元 の乳

いるのが、ビタミンＢ１・Ｂ２・Ｃ・

酸に 変わ って しま いま す。 逆に 、十

ク エン 酸で す。 暑い 夏に はど うし て

分に 補う と、 乳酸 を消 費し てエ ネル

も 食欲 が落 ちて 、そ うめ んや ざる そ

ギー に変 えて くれ ます 。そ して 、暑

ば 、冷 やし 中華 など の炭 水化 物に 偏

さや スト レス で胃 腸が 弱っ た時 に役

り がち です 。炭 水化 物を エネ ルギ ー

立つ もの が、 ビタ ミン Ｃで す。 では、 ０ ｇ、 ポー クラ ンチ ョン ミー ト１ ０

に 変え るた めに は、 ビタ ミン Ｂ１ ・

これ らを 多く 含む 食品 はど んな もの

ｇ 、鶏 卵１ ０ｇ 、も やし ４０ ｇ、 に

Ｂ２・Ｃ・ク

があ るで しょ うか ？い くつ かご 紹介

ら ２０ ｇ、 玉葱 １０ ｇ、 サラ ダ油 １

エン酸の助け

します。

ｇ 、ご ま油 １ｇ 、醤 油３ ｇ、 だし の

ら入 れ、 だし の素 、醤 油 で味 を整 え

「ゴーヤチャンプル」

る。 溶き 卵で とじ 、仕 上 げに ごま 油
をか ける 。盛 り付 けて 、 かつ おけ ず

材 料・ ・木 綿豆 腐４ ５ｇ 、ゴ ーヤ ２

りをかけて出来上がりです。（Ｓ）

が 必 要 と な り、 ビタ ミン Ｂ１ ・・ 玄米 、豚 肉、 大豆、 素 ０.３ｇ 、かつ おけずり１ ｇを用意
それらが不足

うなぎ、枝豆など。

します。

すると、エネ

ビタ ミン Ｂ２ ・・ レバ ー、 牛乳 、納

（作り方）

ルギーが足り

豆、モロヘイヤ、うなぎなど。

１

木綿豆腐は水切りする

マイベスト～私の○○～！
私のマ イベス トは洋 楽です。
洋楽を聴 くこと が生き がいと
言ってもいいほど大好きです！
中でも「ニッキーミナージュ」
という女 性歌手 はとて も個性
的で、奇 抜な衣 装や髪 形でい
つも魅了 してく れます 。もう
一人、同 じく女 性で「 リアー
ナ」とい う歌手 がいま す。彼
女は音楽 だけで なく、 モデル
や女優の 才能を 持ち、 幅広く
活躍 し て いま す 。 彼 女の 6枚
目のアル バムから 2011年に発
売されたシ ングル「 WE FOUND
LOVE」 と いう 曲 が大 好 きで、
アメリカ やイギ リスな ど多く

の 国 で1 位 を獲 得 し ま した 。
この 曲で彼 女は人 気を不 動の
もの にしま した。 男性歌 手で
は、 「クリ スブラ ウン」 が好
きで す。彼 は、歌 もダン スも
世界トップクラスの実力を持っ
てい ると思 います 。彼の パワ
フル なダン スはも ちろん 魅力
的ですが 、実は日本のアニメ 、
ドラ ゴンボ ールが 好きと いう
一面もあり、
そんなギャッ
プもまたかっ
こいいと思
い ま す 。
（Ｍ・Ｎ）

スタッフより一言
子供たちは、夏休みになりまし
私がおすす めしたい のは、学生 時代
に 流行ったロ ードオブ メジャーと いう
バンドの歌、「大切なもの」です。
「 アサヤン」 というテ レビ番組の オー
デ ィションで 、数多く の応募者の 中か
ら 選ばれた４ 人で結成 されたバン ドで
す 。現在は解 散してし まいました が、
私も学生時代に友人た
ちとバンドを組んでい
たので、思い入れも強
く、今でもこの曲を聴
くと文化祭などで演奏
したことを思い出しま
す。
（Ｙ・Ｈ）

たね。子供たちが遊んでいるのを
見かけると、心から羨ましいと思
います。また、夏休みの宿題は進
んでいるのだろうか・・・と心配
してしまう今日この頃でございま
す。（Ｙ・Ｋ）

ラッパーズ太田の行事や日常風景を写真にまとめました。

「七月七日は、七夕ロール！」

「地域交流事業～夏の花を創る」

七夕にちなんで昼食は七夕
ロールをご用意しました。
ロール寿司には、赤いカニ
カマ・アボカド・レタス、
そして断面を星に見立てた
オクラを入れました。ミニ
ちらしは、星形にかたどっ
たチーズをのせ、清流をイ
メージした器を使いました
冬瓜やスイカなどの旬の野菜や果物を添えて、暑さをいっ
とき忘れさせてくれるような昼食でした。

「七夕飾り」

今月の地域交流事業は、夏の花、
クレマチスを創りました。フラワー
アート教室の椎名先生にご指導い
ただきながら、楽しく創り上げる
ことができました。初めての方に
は、コテをかける作業が難しく、
葉脈や花びらの立体感がなかなか
出せずに苦戦していたようです。
制作時間は2時間半！集中力を持続
するのが大変でしたが、その分完
成した時は皆様、達成感でいっぱ
いでした。夏の間、大輪のクレマ
チスが私達を癒してくれそうです。

「お茶会」
入居者様ひとり一人に短冊
にお願い事を書いて頂き、
職員と一緒に笹の葉に飾り
付けを行いました。皆様は
一体どんなお願い事を書い
たのでしょうか 。ちなみに、
私は・・・・内緒！！

多目的ホールにて、茶道の
先生にお越しいただき、本
格的なお茶を入れていただ
きました。今回は夏らしく、
冷 たい水 でお茶を 入れる
「冷茶」です。玉露の甘み
を涼やかに味わいました。

「グリーンカーテン」

「カラオケ」

まだまだ成長を続けている、グ
リーンカーテン！今では、一階
の庭から二階、三階までと成長
してきています。今月には美し
い朝顔の花が咲き誇るのでしょ
うか。次号でご紹介いたします。
こうご期待！

のどかな午後、入居者の皆様と
一緒にカラオケを使って歌を唄
いました。歌がとても好きで大
熱唱される方もいらっしゃって、
和気あいあいと仲良く楽しいひ
とときを過ごしました。

３１日（土）地域交流事業
「古典落語～笑いで暑さを

結芽

多目的ホール)

Ｔ・Ｍ

欠片を 結ぶ

かえすやら

（１３：３０～地域活動支援センター

手をかざし

吹き飛ばそう」

光にそっと

２２日（木）セレクトメニュー

微か におちる

どの子を里に

１５日（木）お盆メニュー（昼食）

文芸コーナー

(木）セレクトメニュー

湖面さす

夏休み

１日

Ｔ・Ｋ

【四方山話】 ▼８月に入ると、時々遠くから花火
の音が聞こええてくる。 夏のうっとうしい暑さもま
たいいものだと思うひと時だが、花火の歴史は古く、
１４４７年までさかのぼ る。万里小路時房（までの
こうじときふさ）の日記 「建内記」に「風流事」と
して登場している。▼花 火鑑賞には浴衣が似合う。
浴衣はもともと湯上りに 着る室内着だったが、近年
生地や柄の変化により内外問わず着られるようになっ
た。さらに最近では、浴 衣で参加する結婚披露宴ま
であるそうで、これには さすがに驚く人も多いだろ
う。▼時代が変化しても 、変わらず伝え続けていき
たい夏の行事が「お盆」である。仏教の「盂蘭盆会」
（うらぼんえ）のことで 、餓鬼の世界に堕ちた死者
を広く供養する行事に日 本古来からある先祖霊を迎
え入れる儀礼が混淆し、今のお盆になったという。

☆８月の予定☆

【編集後記】
まだまだ暑い日が続きますが、皆様どうお過ごしでしょうか。さて、夏の風物詩と言えば花火ですね。私は新潟県の長岡まつり、花火大会
が好きで、毎年のように行っていますが、今年は残念ながら仕事で行くことができません。８月に入ると、いよいよ甲子園も開幕いたします。
群馬からの代表校、前橋育英高校が優勝するように応援しましょう！ちなみに僕は浦和学院を応援します。
（加須のボーイ）

