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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

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

アスパル販売（アスパル販売（アスパル販売（アスパル販売（12121212

市役所販売（市役所販売（市役所販売（市役所販売（12121212

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（

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（

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

緑花祭（緑花祭（緑花祭（緑花祭（9999 時時時時半半半半～～～～

ふれあい喫茶（ふれあい喫茶（ふれあい喫茶（ふれあい喫茶（11111111

みんなで手作り

こちらを渡

歌を聞きながら色塗り

ました。 

の注文方法が変わりました

に動けるかをに動けるかをに動けるかをに動けるかをみんなでみんなでみんなでみんなで

導入することになりました導入することになりました導入することになりました導入することになりました

注文係にオーダー注文係にオーダー注文係にオーダー注文係にオーダーと支払いと支払いと支払いと支払い

渡しますので渡しますので渡しますので渡しますので、、、、好きな好きな好きな好きな

をををを席まで席まで席まで席までお持ちします。お持ちします。お持ちします。お持ちします。

時間が掛かると思いますが、時間が掛かると思いますが、時間が掛かると思いますが、時間が掛かると思いますが、

宜しくお願いし宜しくお願いし宜しくお願いし宜しくお願いしまままます！す！す！す！

カラオケ BOX
みんなが大好きなカラオケですが、今回は施設内ではなくカラオケみんなが大好きなカラオケですが、今回は施設内ではなくカラオケみんなが大好きなカラオケですが、今回は施設内ではなくカラオケみんなが大好きなカラオケですが、今回は施設内ではなくカラオケ

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

））））    

11111111 時～時～時～時～14141414

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）

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

12121212 時～時～時～時～13131313

12121212 時～時～時～時～13131313 時時時時

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（

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～

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

～～～～14141414 時時時時半半半半

11111111 時～時～時～時～14141414

みんなで手作りした

こちらを渡します。

聞きながら色塗り

の注文方法が変わりました

みんなでみんなでみんなでみんなで話し合いました。話し合いました。話し合いました。話し合いました。

導入することになりました導入することになりました導入することになりました導入することになりました。。。。    

と支払いと支払いと支払いと支払いをををを

好きな好きな好きな好きな席席席席に座ってに座ってに座ってに座って

お持ちします。お持ちします。お持ちします。お持ちします。

時間が掛かると思いますが、時間が掛かると思いますが、時間が掛かると思いますが、時間が掛かると思いますが、    

す！す！す！す！    

BOX（なかよし工房）
みんなが大好きなカラオケですが、今回は施設内ではなくカラオケみんなが大好きなカラオケですが、今回は施設内ではなくカラオケみんなが大好きなカラオケですが、今回は施設内ではなくカラオケみんなが大好きなカラオケですが、今回は施設内ではなくカラオケ

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

14141414 時半時半時半時半    なかよし工房）なかよし工房）なかよし工房）なかよし工房）

施設）施設）施設）施設）    

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    

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）

時時時時    かりん参加）かりん参加）かりん参加）かりん参加）

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（10101010 時～時～時～時～

時半～時半～時半～時半～11111111 時半）時半）時半）時半）

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    

半半半半    西脇市総合市民センター）西脇市総合市民センター）西脇市総合市民センター）西脇市総合市民センター）

14141414 時半時半時半時半    なかよし工房）なかよし工房）なかよし工房）なかよし工房）

した番号札

します。 

昼食は

豪華に

美味しくて楽しくて幸せ～

聞きながら色塗り

の注文方法が変わりました

話し合いました。話し合いました。話し合いました。話し合いました。

ををををお願いしますお願いしますお願いしますお願いします

に座ってに座ってに座ってに座ってください。ください。ください。ください。

お持ちします。お持ちします。お持ちします。お持ちします。    

（なかよし工房）
みんなが大好きなカラオケですが、今回は施設内ではなくカラオケみんなが大好きなカラオケですが、今回は施設内ではなくカラオケみんなが大好きなカラオケですが、今回は施設内ではなくカラオケみんなが大好きなカラオケですが、今回は施設内ではなくカラオケ BOXBOXBOXBOX

なかよし工房）なかよし工房）なかよし工房）なかよし工房）

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）

かりん参加）かりん参加）かりん参加）かりん参加）    

時～時～時～時～12121212 時）時）時）時）    

時半）時半）時半）時半）    

西脇市総合市民センター）西脇市総合市民センター）西脇市総合市民センター）西脇市総合市民センター）

なかよし工房）なかよし工房）なかよし工房）なかよし工房）

番号札です。

昼食はカラオケ

豪華にかつ丼とサラダ

美味しくて楽しくて幸せ～

の注文方法が変わりました！ 

話し合いました。話し合いました。話し合いました。話し合いました。    

お願いしますお願いしますお願いしますお願いします。。。。    

ください。ください。ください。ください。                    

（なかよし工房）    

BOXBOXBOXBOX に行きました。に行きました。に行きました。に行きました。

なかよし工房）なかよし工房）なかよし工房）なかよし工房）    

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）    

    

西脇市総合市民センター）西脇市総合市民センター）西脇市総合市民センター）西脇市総合市民センター）

なかよし工房）なかよし工房）なかよし工房）なかよし工房）    

2222

 

カラオケ BOX 内で

かつ丼とサラダでした

美味しくて楽しくて幸せ～

                    

に行きました。に行きました。に行きました。に行きました。

西脇市総合市民センター）西脇市総合市民センター）西脇市総合市民センター）西脇市総合市民センター）    

2222 月の月の月の月の予定予定予定予定    

内で食べました。

でした。 

美味しくて楽しくて幸せ～(^O^)／

に行きました。に行きました。に行きました。に行きました。    

    

食べました。

／♪ 


