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＜多可施設＞ 

3333 日に開催され日に開催され日に開催され日に開催され

時頃には時頃には時頃には時頃にはすぐに完売しました。すぐに完売しました。すぐに完売しました。すぐに完売しました。

うれしの春のフェスティバル（
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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        
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日に開催され日に開催され日に開催され日に開催されフランクフルト、フランクフルト、フランクフルト、フランクフルト、

すぐに完売しました。すぐに完売しました。すぐに完売しました。すぐに完売しました。

 

 

うれしの春のフェスティバル（
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いらっしゃいませ
飲み物冷えて
フランクフルト
よ。いかがですか～？

いらっしゃいませ！
どんどん焼きますよ

火災の発生は調理

ことができました。

次回も予告なく

うに
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こどもまつり（中央公園
フランクフルト、フランクフルト、フランクフルト、フランクフルト、

すぐに完売しました。すぐに完売しました。すぐに完売しました。すぐに完売しました。
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開催されフランクフルト、開催されフランクフルト、開催されフランクフルト、開催されフランクフルト、

いらっしゃいませ
飲み物冷えてますよ
フランクフルト

いかがですか～？

いらっしゃいませ！
どんどん焼きますよ
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こどもまつり（中央公園
フランクフルト、フランクフルト、フランクフルト、フランクフルト、飲み物飲み物飲み物飲み物

すぐに完売しました。すぐに完売しました。すぐに完売しました。すぐに完売しました。    
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養徳会まつり
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たくさんの方が
しました。本当
 

いらっしゃいませ～！ 
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フランクフルトもあります
いかがですか～？ 

いらっしゃいませ！ 
どんどん焼きますよー♪

火災の発生は調理室からでした。
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養徳会まつり
飲み物飲み物飲み物飲み物を販売しました。を販売しました。を販売しました。を販売しました。
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たくさんの方が
しました。本当

もあります
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ことができました。 
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焼きたて
お買い上げ
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ですよ～♥
お買い上げありがとう
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です。
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聞かれていました。
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縫ったりして

毎年恒例の定時総会
です。 
皆さん、真剣に話を
聞かれていました。

月はお弁当作り（豚と絹月はお弁当作り（豚と絹月はお弁当作り（豚と絹月はお弁当作り（豚と絹

今回はぞうさんのタオル作りを今回はぞうさんのタオル作りを今回はぞうさんのタオル作りを今回はぞうさんのタオル作りを

31313131 日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。
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真剣に話を 
聞かれていました。 
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今回はぞうさんのタオル作りを今回はぞうさんのタオル作りを今回はぞうさんのタオル作りを今回はぞうさんのタオル作りを

白ゆり会

日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。
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白ゆり会 定時総会（黒っこﾌﾟﾗｻﾞ）

日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。

年度事業・会計報告と平成年度事業・会計報告と平成年度事業・会計報告と平成年度事業・会計報告と平成
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    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
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    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

パステル
パウダー状にして、直接指で
技法

チャレンジプログラム
さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。

紹介紹介紹介紹介します。します。します。します。

定時総会（黒っこﾌﾟﾗｻﾞ）

日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。

年度事業・会計報告と平成年度事業・会計報告と平成年度事業・会計報告と平成年度事業・会計報告と平成 30303030 年度の事業計画年度の事業計画年度の事業計画年度の事業計画
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：健康チェック（黒田庄施設：健康チェック（黒田庄施設：健康チェック（黒田庄施設：健康チェック（黒田庄施設

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
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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

目の位置を決めています。
ど こ に 付 け よ う か な ～
(*^。^*)
 

今月のテーマは『
みんな幸せそうな
（*^_^*）

パステル和アート
パウダー状にして、直接指で
技法のことです。

チャレンジプログラム
さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。

します。します。します。します。 

定時総会（黒っこﾌﾟﾗｻﾞ）

日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。

年度の事業計画年度の事業計画年度の事業計画年度の事業計画
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：健康チェック（黒田庄施設：健康チェック（黒田庄施設：健康チェック（黒田庄施設：健康チェック（黒田庄施設

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        
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11111111 時～時～時～時～14141414

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

位置を決めています。
ど こ に 付 け よ う か な ～

^*) 

今月のテーマは『梅雨
幸せそうな
） 

アートは、パステルを削り
パウダー状にして、直接指で

ことです。 

チャレンジプログラム 
さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。

定時総会（黒っこﾌﾟﾗｻﾞ）

日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。

年度の事業計画年度の事業計画年度の事業計画年度の事業計画・予算・予算・予算・予算

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
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：健康チェック（黒田庄施設：健康チェック（黒田庄施設：健康チェック（黒田庄施設：健康チェック（黒田庄施設、多可施設、多可施設、多可施設、多可施設

    

時半～時半～時半～時半～11111111 時半）時半）時半）時半）
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13131313 時時時時    はーもにぃ対応はーもにぃ対応はーもにぃ対応はーもにぃ対応

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    

位置を決めています。
ど こ に 付 け よ う か な ～

梅雨』です。
幸せそうな笑顔でほっこりします

は、パステルを削り
パウダー状にして、直接指で絵を

さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。

定時総会（黒っこﾌﾟﾗｻﾞ） 

日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。日に黒田庄地区コミュニティーセンターで実施しました。    

・予算・予算・予算・予算（案）を報告しました。（案）を報告しました。（案）を報告しました。（案）を報告しました。

なかよし工房なかよし工房なかよし工房なかよし工房

、多可施設、多可施設、多可施設、多可施設））））

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

はーもにぃ対応はーもにぃ対応はーもにぃ対応はーもにぃ対応

位置を決めています。
ど こ に 付 け よ う か な ～ 

です。 
ほっこりします

リボンを付けて完成
めっちゃ可愛い

は、パステルを削り
絵を描く

定時総会の資料です。

さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。

（案）を報告しました。（案）を報告しました。（案）を報告しました。（案）を報告しました。

なかよし工房なかよし工房なかよし工房なかよし工房））））    

））））                                

なかよし工房なかよし工房なかよし工房なかよし工房））））    

はーもにぃ対応はーもにぃ対応はーもにぃ対応はーもにぃ対応））））    

6666

 

ほっこりします♪

リボンを付けて完成
めっちゃ可愛い

総会の資料です。

さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。さやの他人丼）とぞうさんのタオル作りをしました。    

（案）を報告しました。（案）を報告しました。（案）を報告しました。（案）を報告しました。    

                                                                    

6666 月の月の月の月の予定予定予定予定

♪

リボンを付けて完成です
めっちゃ可愛い～！！

総会の資料です。 

                                        

予定予定予定予定    

です！ 
！！ 


