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《交通機関》
■松戸駅（JR常磐線・新京成線）車で5分
○松戸新京成バス
・如来堂経由東松戸駅　紙敷車庫行き（松戸駅東口2番のりば　松8 ・ 松10 ）「庚申塔前」バス停下車徒歩5分
・工業団地経由東松戸駅　紙敷車庫行き（松戸駅東口2番のりば　松7 ・ 松9 ）「富士見台」バス停下車徒歩8分
・三矢小台行き、野菊野団地行き、新東京病院行き（松戸駅東口1番のりば　松1 ・ 松2 ・ 松3 ・ 松5 ）「富士見台」バス停下車徒歩8分

■東松戸駅（北総線・JR武蔵野線）車で5分
○松戸新京成バス
・如来堂経由松戸駅東口行き（東松戸駅4番のりば　松10 ）「庚申塔前」バス停下車徒歩5分
・工業団地経由松戸駅東口行き（東松戸駅4番のりば　松9 ）「富士見台」バス停下車徒歩8分
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病院の詳しい内容は、ホームページでご覧いただけ
ます。ぜひご参照くださいませ。

ホ  ー  ム  ペ  ー  ジ  の  ご  案  内

http://www.matsudo-reha.com/
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行事食 当院では、季節に合わせたメニューはもちろん、患者様からのご要望が多い
メニューを行事食に取り入れています。今後も患者様のご要望にお応えし、入
院生活の楽しみと思っていただけるよう努めてまいります。

令和2年4月9日提供 春の彩り御膳

春の食材を多く使用し、見た目も色鮮やかな、
目でも楽しめる献立となるよう工夫しました。
桜の花をあしらったババロアは見た目も可愛

く患者様からも好評でした。

●梅しらすごはん
●鰆の菜種焼き
●春野菜としんじょのゆずあんかけ

●菜の花の和え物
●桜ババロア

MENU

令和2年5月8日提供 端午の節句

患者様から人気の高い天麩羅と茶碗蒸しを取
り入れ美味しかったとの声をたくさん頂きました。
天麩羅はべたつかず衣をさくっと仕上げるこ

とが出来、とても好評でした。

●鮭と枝豆ご飯
●天麩羅
　(エビ・キス・たけのこ・大葉・南瓜)

●茶碗蒸し
●酢の物
●メロン

MENU

撮影場所：病院屋上



入職式
4月1日、39名の新入職者を迎えることができました。
新型コロナウィルス感染対策を行いながらの式のため、
例年とは異なった緊張感の中での入職式でした。

看 護 部

リハビリテーション科

新入職挨拶

●袴塚 ゆきの ４階病棟　看護師
今まで急性期から慢性期での看護は初めてとな

ります。笑顔を絶やさず、患者様やご家族が安心し
て治療に臨み、社会復帰ができるよう他職種の方
とも協力しながら、お手伝いさせていただきます。

はかまつか　ゆきの

●櫻井 真代 ３階病棟　看護師
私は、今年看護学校を卒業したばかりで、わから

ないことが多く不安もあります。しかし、元気と笑
顔を忘れず、先輩方からたくさんの事を学んでい
きたいと考えています。よろしくお願いします。

さくらい　まよ

●今井 優美花 ２階病棟　看護補助者
私がこの職業を選んだ理由は、母と姉が介護士

と看護師をしていて、とても大変だけどやりがいが
あって楽しいと話しているのを聞いて私も働いてみ
たいと思い看護補助者という職業を選びました。

いまい　ゆみか

●大崎 泰生 3階　作業療法士
埼玉出身です。バンドが好きで料理特訓中で

す。よろしくお願いいたします。

おおさき　たいせい

●比嘉 栄美ベス 3階　作業療法士
沖縄県から来ました。新生活が始まり、わからな

いことも多く不安ですが、いつも笑顔を絶やさず
に頑張りたいと思います。早く環境に慣れ素敵な
作業療法士を目指していきたいです。

ひが　えいみべす

●幸喜 昌 4階　作業療法士
沖縄から来ました。憧れの関東での生活を楽し

んで、何事にも前向きに取り組んで頑張っていき
たいと思います。

こうき　あきら

●近藤 瑞希 4階　作業療法士
日々学ぶ姿勢を忘れずに、患者様に寄り添いな
がら一緒にリハビリを頑張れるようなセラピストに
なれるよう努力していきたいと思います。よろしく
お願いします。

こんどう　みずき

●永縄 柚依 4階　作業療法士
至らない点がたくさんありますが、患者様や周

りの方々からの信頼されるような作業療法士を目
指し、日々努力したいと思います。

ながなわ　ゆい

●星 天音 4階　作業療法士
北海道生まれの寒がりです。小学生の頃からの

夢が叶い喜びいっぱいです。日々の努力を忘れず
患者様を笑顔にできるセラピストになりたいです。

ほし　あまね

●小林 花菜 2階　言語聴覚士
福島県からきました。常に学ぶ姿勢を忘れず患

者様が安心してリハビリが行えるよう努力してい
きます。

こばやし　かな

●湊 由季 4階　言語聴覚士
病院の顔であるという意識を常に持ち、患者様・

スタッフの方々から信頼される言語聴覚士になれ
るよう努めます。

みなと　ゆき

●銭谷 大地 4階　理学療法士
松戸で生まれ、松戸で育ちました。ずっと地元で

働きたいと思っていました。精一杯頑張りたいと
思います。

ぜにや　だいち

●武田 桃太郎 4階　理学療法士
松戸寄りの市川市出身なので自分では地元だと

思っています。地域の皆さんに寄り添い、明るい医
療を提供できるよう努力していきたいです。

たけだ　ももたろう

●阿部 友里香 ２階　作業療法士
私は祖母のような高齢者や身体障害のある患

者様の支えになりたいと思い、入職しました。笑顔
を絶やさず、信頼してもらえるセラピストになれる
よう頑張ります。

あべ　ゆりか

●五十嵐 琴美 ２階　作業療法士
新潟県から来ました。関東は洗濯物がよく乾い

てうれしいです。ようやく専門職としてスタートラ
インに立てました。日々学ぶ姿勢を忘れず努力し
ていきます。よろしくお願いいたします。

いがらし　ことみ

●清野 佑梨 ２階　作業療法士
作業を通して心と体の回復を目指す作業療法士

に関心があり、作業療法士になりました。慣れない
ことばかりでご迷惑をお掛けしますが笑顔を忘れ
ず頑張りますのでよろしくお願いします。

きよの　ゆり

●小林 明久里 ２階　作業療法士
岩手から来ました。笑顔を忘れずに信頼される

作業療法士になりたいです。松戸市のことはわか
らないので色々教えていただきたいです。

こばやし　あぐり

●伊藤 香林 3階　作業療法士
山形県から来ました。多くのことを学び、たくさ

ん成長できる１年にします。笑顔で頑張っていきま
すのでよろしくお願いいたします。

いとう　かりん

●冨樫 主将 ２階　作業療法士
身体を動かすこととライブ鑑賞が大好きです。

まだ右も左もわからない状態ですが、「一生懸命」
というモットーを胸に精一杯頑張っていきます。

とがし　かずまさ

●秋田 紗英 3階　作業療法士
小学生の頃からバドミントンをやっていて粘り

強さに自信があります。患者様に寄り添い信頼さ
れる作業療法士になりたいです。前向きに笑顔を
忘れず頑張ります。

あきた　さえ

●安田 真悠 2階　理学療法士
福島出身です。患者様と笑顔で接することを忘

れず自分の理想の理学療法士を目指して頑張り
ます。

やすた　まゆ

●窪田 雄大 ３階　理学療法士
山梨県出身です。誰からも愛される理学療法士

になるために、精一杯頑張ります。

くぼた　ゆうだい

●清水 華 ３階　理学療法士
新しい環境で緊張や不安だらけですが、周りの先

輩方から知識や技術を吸収し、成長をしていきたいで
す。笑顔を忘れず毎日頑張っていきたいと思います。

しみず　はな

●染谷 海斗 ３階　理学療法士
サッカーと車が好きです。早く仕事を覚えて患
者様に信頼される理学療法士になれるように頑張
ります。

そめや　かいと

●芳賀 いくみ ３階　理学療法士
小学生の時に理学療法士の方にお世話になり、

私もこの仕事をしたいと思いました。念願の理学
療法士になることができたので、明るく元気に前
向きに日々努力し続けたいと思います。

はが　いくみ

●五十嵐 直希 4階　理学療法士
松戸出身です。好きなスポーツは野球です。常

に笑顔を忘れずに一生懸命努力していきたいと思
います。

いがらし　なおき

●犬飼 未歩 4階　理学療法士
中学生のころに怪我をし、理学療法士の方にお

世話になったのがきっかけで理学療法士を目指し
ました。常に笑顔を忘れず愛情のこもったリハビリ
提供をできるよう日々努めていきます。

いぬかい　みほ

●佐々木 遥歩 4階　理学療法士
どんな時も笑顔と挨拶を忘れない理学療法士を
目指します。

ささき　あゆむ

●佐俣 加奈 4階　理学療法士
群馬県から来ました。温泉に行ったり、ドライブした

りすることが好きです。母が脳梗塞の後遺症で苦しん
でいたことから、理学療法士になりたいと思いました。
何事もあきらめずに全力で頑張りたいと思います。

さまた　かな

●中村 沙耶香 ３階病棟　看護師
私は茨城県の急性期病院で勤務していました。急

性期病院で働いていく中で、回復期の看護に興味を
持ち、学びたいと考え、松戸リハビリテーション病院を
選びました。早く仕事を覚えられるように頑張ります。

なかむら　さやか

●青栁 恵子 ３階病棟　看護補助者
患者様や、患者様のご家族により添ったサポー

トが出来るように頑張りたいです。

あおやぎ　けいこ

●木下 理結 3階病棟　看護師
私は、以前まで急性期病院で働いていました。

経験も浅く、回復期は初めてですが、患者さんと
関わり回復期における看護や技術を学んでいきた
いです。

きのした　りゆ

●永田 万実子 ２階病棟　看護師
回復期でのＡＤＬ向上や退院支援を学びたいです。

そして、患者様やその家族の気持ちに寄り添い自立
した生活ができるよう援助していきたいです。

ながた　まみこ

●木ノ内 湧太 2階　理学療法士
未熟ではありますが、知識・技術以外にも他者と

の接し方や礼儀を正しくし、人としても立派な理学
療法士になれるよう頑張ります！！

きのうち　ゆうた

●杉山 楓 2階　理学療法士
地元の高齢者の方に、自分のやりたい事ができる

くらい元気になってほしくて理学療法士になりまし
た。明るく、患者様のことを考えて頑張ります。

すぎやま　かえで

●林 明香 2階　理学療法士
知識や技術面だけでなく、患者様とのコミュニケー

ションを大切にし、精神面でもサポートをしていける
理学療法士なれるよう頑張ります。笑顔を忘れずに！！

はやし　さやか

●菅井 大輔 2階　理学療法士
就職をすると同時に、一人暮らしを初めてしまし

た。一人暮らしを頑張りながら、松戸市に貢献でき
るように学んでいきます。

すがい　だいすけ

●齊藤 加純 ２階病棟　看護師
まだまだ知識や技術は未熟なので、日々勉強に
励み回復期のナースとして成長できるようにして
いきたいと思います。

さいとう　かすみ

●佐々木 春菜 ２階病棟　看護師
私は元々回復期リハ病棟で働いていた為、今ま

でのことを活かしながら早く新しい業務や患者様
を覚えられるようにしていきたいです。

ささき　はるな
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●小林 明久里 ２階　作業療法士
岩手から来ました。笑顔を忘れずに信頼される

作業療法士になりたいです。松戸市のことはわか
らないので色々教えていただきたいです。

こばやし　あぐり

●伊藤 香林 3階　作業療法士
山形県から来ました。多くのことを学び、たくさ

ん成長できる１年にします。笑顔で頑張っていきま
すのでよろしくお願いいたします。

いとう　かりん

●冨樫 主将 ２階　作業療法士
身体を動かすこととライブ鑑賞が大好きです。

まだ右も左もわからない状態ですが、「一生懸命」
というモットーを胸に精一杯頑張っていきます。
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を覚えられるようにしていきたいです。

ささき　はるな
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アンコールワット小児病院研修
1月16日～19日、関東カマチグループ職員26名でカンボジアを訪問してきました。
カンボジアでは支援している小児病院の見学や、記念式典の参加、観光と4日間で盛

りだくさんの内容でした。九州グループ職員と関東グループの職員がカンボジアで合流
し、親睦を深めることができました。カンボジアはアンコールワットが
有名ですが、東洋のモナ・リザと言われている仏像がある遺跡も見学
してきました。遺跡も崩壊している部分もあり、今後はなくなってしま
う可能性があると聞きました。もう一度訪れてみたいと思います。

看護部長　仲谷 恵理

福祉用具についての講演会
2月4日、福祉用具の会社の方を招いて「福祉用具について」の講演をして頂き

ました。福祉用具は患者様が退院される時に必要なものであり、リハビリ病院で
は、職員も患者様に説明できることが必要不可欠です。今回は、介護保険制度の
ことや、福祉用具の中でレンタルできるもの、購入するものをそれぞれの特徴を
ふまえて理解することができました。また、自宅改修に至るまでのプロセスや、改
修せずにレンタルで環境調整した事例も聞くことができ参考になりました。今後
も患者様が安心して自宅に帰れるよう支援していきたいと思います。

4階病棟　看護師長　佐藤 佳代

山本澄子先生の講演会
2020年1月30日、2月13日と2部に亘り、国際医療福祉大学教
授山本澄子先生に講演会を実施して頂きました。

1部では下肢装具のバイオメカニクスについて、2部では片麻痺患者の歩行について講演して頂き、
歩行における重心位置の重要性、解剖学、運動学の重要性を再認識することが出来ました。普段リハ
ビリを実施している現場のスタッフの意見や質問に対しても、具体的で非常に参考になる返答を頂け
た為、今後のリハビリへ活かしていきたいと思います。
また、他病院からの参加者も多く、株式会社パシフィックサプライ様の装具も持参して頂いたことで、
意見交換も行うことができ自分自身の見解の幅を広げることが出来ました。

理学療法士　新里 勝

2月5日、冬のデザートイベントを実施しました。今回はバレンタインが
近いということもありチョコレートと生クリームを使用したチョコレートプリ
ン、苺とこしあんを乗せたいちご抹茶羊羹、冬の味覚みかんを使ったカル
ピスみかんゼリーで季節らしさのある3品で提供しました。
味の種類が全く違う為、患者様も選ぶのにとても悩まれていました。また、普段食が細く

あまり食事中に笑顔の見られない患者様の笑顔も見ることが出来ました。
患者様の入院中の楽しみになるよう、今後も続けていきたいと思います。

管理栄養士　大部 彩乃

2月13日、玉井美有様(Sax)、吉岡理香子様(Piano)をお招きし、サクソ
フォンミニコンサートを開催しました。
サクソフォンとピアノで奏でる数々の名曲に患者様はもちろんご家族
様、職員ともに引き込まれ、楽しみながら演奏を聴くことが出来ました。日々
の入院生活やリハビリに励む患者様にとって、心温まる時間になりました。
今後も、患者様、ご家族様により良い入院生活を提供でき

るよう引き続き、病院行事等開催していきたいと思います。

理学療法士　宮本 信也

3月11日、離床活動にて料理教室を開催し、ホワイトデーにちなみチョコ
プリンを作製しました。今後、家事動作の獲得が必要となる患者様を各階
2名ずつ選出し、患者様6名とスタッフにて行いました。集団での活動とな

るため、普段交流がない方とも交流
できるいい機会となりわきあいあい
と取り組むことが出来ました。

作業療法士　和田 夏実
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平成28年5月より松戸リハビリテーション病院
は、要介護認定されたご本人及びご家族様の依
頼により行なう訪問リハビリテーションを開始しま
した。これまでに130名以上の方に利用して頂い
ています。今年度から訪問リハビリテーションス
タッフの増員に伴い、受け入れ件数を増やしてい
く予定です。
リハビリテーションの内容としては身体機能訓
練だけにとどまらず、自宅内の環境設定や福祉用
具の提案、自主トレーニングや余暇活動の支援な
どを行っています。退院後に生活面で不安がござ
いましたら病院スタッフまでご相談ください。患者
様には退院後も安心安全な生活が過ごせるよう、
スタッフ一同支援してまいりますので、お気軽にお
声掛けください。

リハビリテーション科　染谷 康平

院内旅行院内旅行

11月15日、帝国ホテルブッ
フェディナーへ、東京品川病
院に転籍した朴師長と行って
きました。積もる話をしなが
ら、美味しいお酒と料理をお腹いっぱいになるまで頂くことが
出来ました。フィンランドフェアが行われており、普段食べるこ

とのできない料理も食べら
れ大満足の１日でした。

３階病棟　看護師　主任
谷川 佐知子

帝国ホテル
ブッフェ

　１月２６日、カップヌードルミュージ
アム・八景島シーパラダイス・中華食
べ放題ツアーに参加しました。天気
はあいにくの雨模様でしたが、イル

カショーに癒され、中華料理をお腹いっぱい堪能しました。
また、同期との親睦も深められ、とても有意義な一日を過ご
すことができました。来年も行きたいです。 

3階病棟　看護師　髙橋 京子

横浜
八景島

12月12日～14日大阪へ行って
きました。12月でしたが千葉よりも
暖かく天気にも恵まれました。大阪
城や道頓堀、USJなど観光やレ
ジャーを楽しみ、お好み焼き、たこ焼

き、串揚げなど大阪
名物も食べる事が
でき、とても有意義
な時間を過ごさせ
て頂きました。

リハビリテーション科
作業療法士　佐々木 彩花

大阪

12月18日、東京ディズ
ニーシーに行って来まし
た。当日は、天候にも恵ま
れ、クリスマスシーズンと
いうことで、園内にはツ
リーやイルミネーションがとても華やかに
飾られていました。ショーを見ながら食事

をしたり、アトラクション
に乗り楽しい一日を過
ごす事ができました。

4階病棟　看護補助者
佐々木・大竹・大畑

ディズニーシー
　12月7日～8
日伊豆・下田に

行ってきました。初日は天気予報
通りあいにくの小雨でした。しか
し、下田駅の周辺を散策したり、美
味しい金目鯛を食べたり、ビール
を飲んだりと楽しむことが出来ま
した。2日目は天気にも恵まれ朝か
ら晩までビールを飲み続けました。

リハビリテーション科
理学療法士　宇都宮 圭佑

伊豆
下田

１２月１５日、東京ディズニーランドへ
行ってきました。３才になる次男のランドデビュー。長男と一
緒にホーンテッドマンションの暗闇アトラクション。ガジェッ
トのゴーコースターのローラコースターに挑戦。少し怖がっ
ていましたが、楽しかったようで「もう一度乗りたい」と。家

族４人でクリスマス一色の夢の国を
満喫する事が出来ました。

2階病棟　看護補助者
小倉 真澄

ディズニーランド
1月26日～1月28日札幌旅行へ行ってきました。
旭山動物園ではペンギンの散歩を真近で見て親よ
り大きな子ペンギンにビックリでした。園内が広く全
部見きれなかったのが残念でしたが、雪が少なく移

動が楽で助かりました。北海
道は広くて、美味しくて、食
べて笑った旅行でした。

2階病棟　看護補助者
長谷川 かおる

札幌

06 07



平成28年5月より松戸リハビリテーション病院
は、要介護認定されたご本人及びご家族様の依
頼により行なう訪問リハビリテーションを開始しま
した。これまでに130名以上の方に利用して頂い
ています。今年度から訪問リハビリテーションス
タッフの増員に伴い、受け入れ件数を増やしてい
く予定です。
リハビリテーションの内容としては身体機能訓
練だけにとどまらず、自宅内の環境設定や福祉用
具の提案、自主トレーニングや余暇活動の支援な
どを行っています。退院後に生活面で不安がござ
いましたら病院スタッフまでご相談ください。患者
様には退院後も安心安全な生活が過ごせるよう、
スタッフ一同支援してまいりますので、お気軽にお
声掛けください。

リハビリテーション科　染谷 康平

院内旅行院内旅行

11月15日、帝国ホテルブッ
フェディナーへ、東京品川病
院に転籍した朴師長と行って
きました。積もる話をしなが
ら、美味しいお酒と料理をお腹いっぱいになるまで頂くことが
出来ました。フィンランドフェアが行われており、普段食べるこ

とのできない料理も食べら
れ大満足の１日でした。

３階病棟　看護師　主任
谷川 佐知子

帝国ホテル
ブッフェ

　１月２６日、カップヌードルミュージ
アム・八景島シーパラダイス・中華食
べ放題ツアーに参加しました。天気
はあいにくの雨模様でしたが、イル

カショーに癒され、中華料理をお腹いっぱい堪能しました。
また、同期との親睦も深められ、とても有意義な一日を過ご
すことができました。来年も行きたいです。 

3階病棟　看護師　髙橋 京子

横浜
八景島

12月12日～14日大阪へ行って
きました。12月でしたが千葉よりも
暖かく天気にも恵まれました。大阪
城や道頓堀、USJなど観光やレ
ジャーを楽しみ、お好み焼き、たこ焼

き、串揚げなど大阪
名物も食べる事が
でき、とても有意義
な時間を過ごさせ
て頂きました。

リハビリテーション科
作業療法士　佐々木 彩花

大阪

12月18日、東京ディズ
ニーシーに行って来まし
た。当日は、天候にも恵ま
れ、クリスマスシーズンと
いうことで、園内にはツ
リーやイルミネーションがとても華やかに
飾られていました。ショーを見ながら食事

をしたり、アトラクション
に乗り楽しい一日を過
ごす事ができました。

4階病棟　看護補助者
佐々木・大竹・大畑

ディズニーシー
　12月7日～8
日伊豆・下田に

行ってきました。初日は天気予報
通りあいにくの小雨でした。しか
し、下田駅の周辺を散策したり、美
味しい金目鯛を食べたり、ビール
を飲んだりと楽しむことが出来ま
した。2日目は天気にも恵まれ朝か
ら晩までビールを飲み続けました。

リハビリテーション科
理学療法士　宇都宮 圭佑

伊豆
下田

１２月１５日、東京ディズニーランドへ
行ってきました。３才になる次男のランドデビュー。長男と一
緒にホーンテッドマンションの暗闇アトラクション。ガジェッ
トのゴーコースターのローラコースターに挑戦。少し怖がっ
ていましたが、楽しかったようで「もう一度乗りたい」と。家

族４人でクリスマス一色の夢の国を
満喫する事が出来ました。

2階病棟　看護補助者
小倉 真澄

ディズニーランド
1月26日～1月28日札幌旅行へ行ってきました。
旭山動物園ではペンギンの散歩を真近で見て親よ
り大きな子ペンギンにビックリでした。園内が広く全
部見きれなかったのが残念でしたが、雪が少なく移

動が楽で助かりました。北海
道は広くて、美味しくて、食
べて笑った旅行でした。

2階病棟　看護補助者
長谷川 かおる

札幌

06 07
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《交通機関》
■松戸駅（JR常磐線・新京成線）車で5分
○松戸新京成バス
・如来堂経由東松戸駅　紙敷車庫行き（松戸駅東口2番のりば　松8 ・ 松10 ）「庚申塔前」バス停下車徒歩5分
・工業団地経由東松戸駅　紙敷車庫行き（松戸駅東口2番のりば　松7 ・ 松9 ）「富士見台」バス停下車徒歩8分
・三矢小台行き、野菊野団地行き、新東京病院行き（松戸駅東口1番のりば　松1 ・ 松2 ・ 松3 ・ 松5 ）「富士見台」バス停下車徒歩8分

■東松戸駅（北総線・JR武蔵野線）車で5分
○松戸新京成バス
・如来堂経由松戸駅東口行き（東松戸駅4番のりば　松10 ）「庚申塔前」バス停下車徒歩5分
・工業団地経由松戸駅東口行き（東松戸駅4番のりば　松9 ）「富士見台」バス停下車徒歩8分
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病院の詳しい内容は、ホームページでご覧いただけ
ます。ぜひご参照くださいませ。

ホ  ー  ム  ペ  ー  ジ  の  ご  案  内

http://www.matsudo-reha.com/
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 山本澄子先生の講演会

5P デザートイベント
 サックスコンサート
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行事食 当院では、季節に合わせたメニューはもちろん、患者様からのご要望が多い
メニューを行事食に取り入れています。今後も患者様のご要望にお応えし、入
院生活の楽しみと思っていただけるよう努めてまいります。

令和2年4月9日提供 春の彩り御膳

春の食材を多く使用し、見た目も色鮮やかな、
目でも楽しめる献立となるよう工夫しました。
桜の花をあしらったババロアは見た目も可愛

く患者様からも好評でした。

●梅しらすごはん
●鰆の菜種焼き
●春野菜としんじょのゆずあんかけ

●菜の花の和え物
●桜ババロア

MENU

令和2年5月8日提供 端午の節句

患者様から人気の高い天麩羅と茶碗蒸しを取
り入れ美味しかったとの声をたくさん頂きました。
天麩羅はべたつかず衣をさくっと仕上げるこ

とが出来、とても好評でした。

●鮭と枝豆ご飯
●天麩羅
　(エビ・キス・たけのこ・大葉・南瓜)

●茶碗蒸し
●酢の物
●メロン

MENU

撮影場所：病院屋上


