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まずはご飯とカレー粉と
隠し味のケチャップを混
ぜて土台のご飯の味付け
をします。
その後、お弁当箱に詰めま
した。

ゆずケーキ
くださいな♪

図書館では、本を読む以外にも

それぞれの時間を
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図書館では、本を読む以外にも

それぞれの時間を楽しむことができました
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ひき肉とインゲンを炒めて
ソースで味付けをします。
その後、ご飯の上に具材を載
せたら完成です
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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

西脇病院フェスタ西脇病院フェスタ西脇病院フェスタ西脇病院フェスタ

多可町社協多可町社協多可町社協多可町社協まつりまつりまつりまつり
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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

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

みんなで記念にパシャリッ！！ わぁ～、綺麗だな
色々な種類があって面白い♪

パステル
パウダー状にして、直接指で
技法の

6 月 18 日から

支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。

 ～6 月

なかよし工房と多可町デイケアと合同で紫陽花なかよし工房と多可町デイケアと合同で紫陽花なかよし工房と多可町デイケアと合同で紫陽花なかよし工房と多可町デイケアと合同で紫陽花園を園を園を園を散策散策散策散策
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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    

仲良しイルカに癒されます
海に行きたくなりますね

わぁ～、綺麗だな
色々な種類があって面白い♪

パステル和アート
パウダー状にして、直接指で

のことです。

日から 22

支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。

月 20 日～

散策散策散策散策しました。しました。しました。しました。

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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時半～時半～時半～時半～11111111 時半）時半）時半）時半）

    

仲良しイルカに癒されます
海に行きたくなりますね

わぁ～、綺麗だな♥ 
色々な種類があって面白い♪

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。 

22 日まで～

支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。

日～ 

しました。しました。しました。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

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

時半時半時半時半    かりん参加かりん参加かりん参加かりん参加

半半半半    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）

、多可、多可、多可、多可施設施設施設施設））））

なかよし工房なかよし工房なかよし工房なかよし工房

時半）時半）時半）時半）    

仲良しイルカに癒されます
海に行きたくなりますね(^o^)

色々な種類があって面白い♪ 

1
た

は、パステルを削り
パウダー状にして、直接指で絵を描く

日まで～

支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。

なかよし工房なかよし工房なかよし工房なかよし工房））））    

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））））    
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なかよし工房なかよし工房なかよし工房なかよし工房））））    
7777

 

楽しかった！
またみんなで
ね～(^O^)

仲良しイルカに癒されます♥ 
(^o^) 

1 週間、お疲れ様でし
た(*^_^*) 

は、パステルを削り
描く

 

支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。支援学校の方を受け入れました。内職作業や外作業を一緒にしました。    

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）    

7777 月の月の月の月の予定予定予定予定

楽しかった！ 
みんなで行こう
(^O^)／ 

週間、お疲れ様でし
 

予定予定予定予定    

行こう

週間、お疲れ様でし


