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11 月はたくさんのイベントに参加しました。
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（なかよし工房、多可町デイケア合同）
白ゆり会通信に作品を掲載している、白ゆり会通信に作品を掲載している、白ゆり会通信に作品を掲載している、白ゆり会通信に作品を掲載している、まろんさんを講師に迎えまろんさんを講師に迎えまろんさんを講師に迎えまろんさんを講師に迎え

工場見学、昼食会、買い物
神戸市西区にある神戸市西区にある神戸市西区にある神戸市西区にある洗濯洗濯洗濯洗濯洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です

いる会社です。いる会社です。いる会社です。いる会社です。

9999 時半～時半～時半～時半～15151515

（（（（10101010 時時時時半半半半

イエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーン

健康チェック（黒田庄健康チェック（黒田庄健康チェック（黒田庄健康チェック（黒田庄町町町町施設）施設）施設）施設）

西脇大橋ラーメン招待日西脇大橋ラーメン招待日西脇大橋ラーメン招待日西脇大橋ラーメン招待日    

高瀬医師相談日（高瀬医師相談日（高瀬医師相談日（高瀬医師相談日（10101010 時半～時半～時半～時半～

健康チェック（多可町健康チェック（多可町健康チェック（多可町健康チェック（多可町施設）施設）施設）施設）

辻心理士による心理相談辻心理士による心理相談辻心理士による心理相談辻心理士による心理相談（（（（

12121212 時～時～時～時～13131313

職員会議の為、午後は休み職員会議の為、午後は休み職員会議の為、午後は休み職員会議の為、午後は休み

    冬季休暇冬季休暇冬季休暇冬季休暇

に仕上

送 ろ う か な ～ ？

★デザート付き

品も作られていました。

 

（なかよし工房、多可町デイケア合同）
まろんさんを講師に迎えまろんさんを講師に迎えまろんさんを講師に迎えまろんさんを講師に迎え

工場見学、昼食会、買い物
洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です

いる会社です。いる会社です。いる会社です。いる会社です。初めて食初めて食初めて食初めて食

15151515 時）時）時）時）    

半半半半～～～～15151515 時）時）時）時）

イエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーン    

施設）施設）施設）施設）    

時半～時半～時半～時半～11111111 時半）時半）時半）時半）

施設）施設）施設）施設）    

（（（（10101010 時～時～時～時～

13131313 時時時時    はーもにぃ参加）はーもにぃ参加）はーもにぃ参加）はーもにぃ参加）

職員会議の為、午後は休み職員会議の為、午後は休み職員会議の為、午後は休み職員会議の為、午後は休み                

冬季休暇冬季休暇冬季休暇冬季休暇    

その後は

フォンケーキ

の試食会を

かったので、

た！

 

家庭料理のように

た。チーズケーキも

も

んなで買い物に行きました。

デザート付きでしたよ

品も作られていました。

（なかよし工房、多可町デイケア合同）
まろんさんを講師に迎えまろんさんを講師に迎えまろんさんを講師に迎えまろんさんを講師に迎え

工場見学、昼食会、買い物（なかよし工房）
洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です

初めて食初めて食初めて食初めて食料料料料品以外の工場へ行きました品以外の工場へ行きました品以外の工場へ行きました品以外の工場へ行きました

時）時）時）時）    

時半）時半）時半）時半）    

時～時～時～時～12121212 時）時）時）時）    

はーもにぃ参加）はーもにぃ参加）はーもにぃ参加）はーもにぃ参加）

                        

その後はふれあい

フォンケーキ

の試食会をしました。とても

かったので、

た！皆さんも是非ご賞味

たくさんの

家庭料理のように

た。チーズケーキも

も美味しかった

んなで買い物に行きました。

皆さんは

1 年でしたか？

したよ(^O^)

品も作られていました。 

（なかよし工房、多可町デイケア合同）
まろんさんを講師に迎えまろんさんを講師に迎えまろんさんを講師に迎えまろんさんを講師に迎えみんなでクリスマスカーみんなでクリスマスカーみんなでクリスマスカーみんなでクリスマスカー

（なかよし工房）
洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です

品以外の工場へ行きました品以外の工場へ行きました品以外の工場へ行きました品以外の工場へ行きました

    

はーもにぃ参加）はーもにぃ参加）はーもにぃ参加）はーもにぃ参加）    
12121212

 

ふれあい喫茶の新商品（シ

フォンケーキのココア味

しました。とても

かったので、商品化が決定しまし

皆さんも是非ご賞味

たくさんの機械がありました

家庭料理のように優しい味でし

た。チーズケーキも手作りで

美味しかったです。

んなで買い物に行きました。

皆さんは、どんな

年でしたか？ 

(^O^)／♪ 

（なかよし工房、多可町デイケア合同）
みんなでクリスマスカーみんなでクリスマスカーみんなでクリスマスカーみんなでクリスマスカー

（なかよし工房）    

洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）です洗剤の会社（ハイネリー）ですヽヽヽヽ(^o^)
品以外の工場へ行きました品以外の工場へ行きました品以外の工場へ行きました品以外の工場へ行きました

12121212 月の月の月の月の予定予定予定予定

 

喫茶の新商品（シ

ココア味と紅茶味）

しました。とても美味し

が決定しまし

皆さんも是非ご賞味ください

機械がありました

優しい味でし

手作りでとて

です。その後は

んなで買い物に行きました。

どんな

 

（なかよし工房、多可町デイケア合同）    

みんなでクリスマスカーみんなでクリスマスカーみんなでクリスマスカーみんなでクリスマスカー

(^o^)丿丿丿丿                    
品以外の工場へ行きました品以外の工場へ行きました品以外の工場へ行きました品以外の工場へ行きました((((笑笑笑笑))))    

予定予定予定予定    

喫茶の新商品（シ

紅茶味）

美味し

が決定しまし

ください♥ 

機械がありました♪ 

優しい味でし

とて

その後はみ

んなで買い物に行きました。 

                    


