
    

 

 

 

 

8888 月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告

神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。

8888 月月月月 2222

だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。
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②②②② お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）
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③③③③ お食事＆買い物体験（イオン加西）お食事＆買い物体験（イオン加西）お食事＆買い物体験（イオン加西）お食事＆買い物体験（イオン加西）

    

 

 

お洋服を買いました

よくお似合い

携帯電話
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月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告

神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。

2222 日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職

だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。
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お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）
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月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告        

神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。

日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職

だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。

以下の以下の以下の以下の 3333 グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。

施設内施設内施設内施設内でカラオケでカラオケでカラオケでカラオケ

お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）
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神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。

日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職

だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。

お食事会
グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。
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神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。

日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職

だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。

 

 

お食事会（ワークステップかりん
グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。

お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）お食事＆お買い物体験（ゆめタウン）    

回転寿司に行きましたが、回転寿司に行きましたが、回転寿司に行きましたが、回転寿司に行きましたが、食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました
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皆さんは何を購入されましたか

美味しいな～★ 

豪華なお食事ですね

みんなでわいわい 

食べました。 

メニューが
あって悩みます～♪ 

読み取りをすると白ゆり会のホームページに繋がり

更新しているので、是非ご覧ください♪

いっぱい歩いたので
ちょっと
たくさん

白ゆり会通信
 

特定非営利活動法人白ゆ

28-2918 URL：http://shirayurikai.jp

 

納車

神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。

日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職

だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。だきます。本当にありがとうございました。 
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読み取りをすると白ゆり会のホームページに繋がり
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神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。

日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職日無事納車となりました。利用者さんの送迎、内職のののの

ワークステップかりん
グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。

食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました
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神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。

のののの納品など有効的に利用させていた納品など有効的に利用させていた納品など有効的に利用させていた納品など有効的に利用させていた

ワークステップかりん） 
グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。

食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました

？ 

！ 

とってもかっこいいです！

抜群ですよ♪ 

みんなが
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読み取りをすると白ゆり会のホームページに繋がり

更新しているので、是非ご覧ください♪ 
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神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。

納品など有効的に利用させていた納品など有効的に利用させていた納品など有効的に利用させていた納品など有効的に利用させていた

グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。グループに分かれてそれぞれ楽しい時間を過ごしました。    

食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました
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神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。

納品など有効的に利用させていた納品など有効的に利用させていた納品など有効的に利用させていた納品など有効的に利用させていた

    

食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました

しました 

クリームソーダ

たくなります
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神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。神戸やまぶき財団様からワークステップかりんに助成金を頂き、トヨタのノアを購入しました。

納品など有効的に利用させていた納品など有効的に利用させていた納品など有効的に利用させていた納品など有効的に利用させていた

食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました食べることに夢中で写真を撮るのを忘れていました(^^;)    
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今年も白ゆり会親睦旅行の時期がやってきました！今年は今年も白ゆり会親睦旅行の時期がやってきました！今年は今年も白ゆり会親睦旅行の時期がやってきました！今年は今年も白ゆり会親睦旅行の時期がやってきました！今年は
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滋賀県へ滋賀県へ滋賀県へ滋賀県へ行きます行きます行きます行きます

みんなでみんなでみんなでみんなで一緒一緒一緒一緒に行きましに行きましに行きましに行きましょょょょう！！う！！う！！う！！

参加される方はお早目にお願いします参加される方はお早目にお願いします参加される方はお早目にお願いします参加される方はお早目にお願いします。。。。    

    

15151515 時半）時半）時半）時半）

北部ブロック合同運動会（篠山総合スポーツセンター）北部ブロック合同運動会（篠山総合スポーツセンター）北部ブロック合同運動会（篠山総合スポーツセンター）北部ブロック合同運動会（篠山総合スポーツセンター）        

9999 月の月の月の月の予定予定予定予定

 

その後はみんなで 

昼食を食べました。

とても有意義な 1

過ごしました♪ 

ヒャラ、ピ～ヒャラ、ピッ

懐かしいですね！

すると頭の

って良いですね★

ピアノ演奏、縦笛の演奏、手話等とても盛り上がりましピアノ演奏、縦笛の演奏、手話等とても盛り上がりましピアノ演奏、縦笛の演奏、手話等とても盛り上がりましピアノ演奏、縦笛の演奏、手話等とても盛り上がりまし

行きます行きます行きます行きます。。。。    

みんなでみんなでみんなでみんなで一緒一緒一緒一緒に行きましに行きましに行きましに行きましょょょょう！！う！！う！！う！！    

    

時半）時半）時半）時半）    

予定予定予定予定    

みんなで 

昼食を食べました。 

1 日

♪ 

ヒャラ、ピ～ヒャラ、ピッピ

ですね！ 

すると頭の 

★ 


