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いよいよ秋本番いよいよ秋本番いよいよ秋本番いよいよ秋本番

行事も行事も行事も行事も

 

10101010 月月月月

恒例恒例恒例恒例、、、、

今年は今年は今年は今年は

参加参加参加参加される方は、される方は、される方は、される方は、

集合集合集合集合時間時間時間時間

お間違えのないように、お間違えのないように、お間違えのないように、お間違えのないように、

くださいねくださいねくださいねくださいね

 

白ゆり会

の予定 

（（（（水水水水））））    

（（（（木木木木））））    

    （木）（木）（木）（木）    

    （金）（金）（金）（金）    

    （（（（日日日日））））    

    （火）（火）（火）（火）    

    （水）（水）（水）（水）    

    （金）（金）（金）（金）    

    （火（火（火（火））））    

    （金）（金）（金）（金）    

いよいよ秋本番いよいよ秋本番いよいよ秋本番いよいよ秋本番

行事も行事も行事も行事もたくさんありますたくさんありますたくさんありますたくさんあります

2018

白ゆり会通信

月月月月 12121212 日（日（日（日（金金金金

、、、、白ゆり会白ゆり会白ゆり会白ゆり会親睦旅行です親睦旅行です親睦旅行です親睦旅行です

今年は今年は今年は今年は、淡路島、淡路島、淡路島、淡路島へ出かけますへ出かけますへ出かけますへ出かけます

される方は、される方は、される方は、される方は、

時間時間時間時間、、、、場所場所場所場所を確認して、を確認して、を確認して、を確認して、

お間違えのないように、お間違えのないように、お間違えのないように、お間違えのないように、

くださいねくださいねくださいねくださいね。。。。    

白ゆり会親睦旅

    健康チェック健康チェック健康チェック健康チェック

    県北部ブロック作業所合同運動会県北部ブロック作業所合同運動会県北部ブロック作業所合同運動会県北部ブロック作業所合同運動会

    
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

健康チェック健康チェック健康チェック健康チェック

    白ゆり会親睦旅行白ゆり会親睦旅行白ゆり会親睦旅行白ゆり会親睦旅行

    上野・下戸田いきいき人権交流祭（場所：上野会館）上野・下戸田いきいき人権交流祭（場所：上野会館）上野・下戸田いきいき人権交流祭（場所：上野会館）上野・下戸田いきいき人権交流祭（場所：上野会館）

    午後午後午後午後：辻心理士による：辻心理士による：辻心理士による：辻心理士による

    なかよしミニ運動会（場所：黒田庄体育館）なかよしミニ運動会（場所：黒田庄体育館）なかよしミニ運動会（場所：黒田庄体育館）なかよしミニ運動会（場所：黒田庄体育館）

    市役所販売（かりん）市役所販売（かりん）市役所販売（かりん）市役所販売（かりん）

    ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）

    
午前：髙瀬医師による相談午前：髙瀬医師による相談午前：髙瀬医師による相談午前：髙瀬医師による相談

午後：職員会議午後：職員会議午後：職員会議午後：職員会議

いよいよ秋本番いよいよ秋本番いよいよ秋本番いよいよ秋本番！！！！    

たくさんありますたくさんありますたくさんありますたくさんあります

2018 年 10 月

白ゆり会通信

金金金金））））は、毎年は、毎年は、毎年は、毎年

親睦旅行です親睦旅行です親睦旅行です親睦旅行です

へ出かけますへ出かけますへ出かけますへ出かけます

される方は、される方は、される方は、される方は、旅行当日の旅行当日の旅行当日の旅行当日の

を確認して、を確認して、を確認して、を確認して、

お間違えのないように、お間違えのないように、お間違えのないように、お間違えのないように、お越しお越しお越しお越し

親睦旅について
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健康チェック健康チェック健康チェック健康チェック（（（（多可町施設多可町施設多可町施設多可町施設

白ゆり会親睦旅行白ゆり会親睦旅行白ゆり会親睦旅行白ゆり会親睦旅行
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：辻心理士による：辻心理士による：辻心理士による：辻心理士による
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市役所販売（かりん）市役所販売（かりん）市役所販売（かりん）市役所販売（かりん）

ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）

午前：髙瀬医師による相談午前：髙瀬医師による相談午前：髙瀬医師による相談午前：髙瀬医師による相談

午後：職員会議午後：職員会議午後：職員会議午後：職員会議    

たくさんありますたくさんありますたくさんありますたくさんあります。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪

月 1 日発行 

白ゆり会通信

は、毎年は、毎年は、毎年は、毎年    

親睦旅行です親睦旅行です親睦旅行です親睦旅行です♪♪♪♪    

へ出かけますへ出かけますへ出かけますへ出かけます。。。。    

旅行当日の旅行当日の旅行当日の旅行当日の    

を確認して、を確認して、を確認して、を確認して、    

お越しお越しお越しお越し    

について 
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県北部ブロック作業所合同運動会県北部ブロック作業所合同運動会県北部ブロック作業所合同運動会県北部ブロック作業所合同運動会

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

多可町施設多可町施設多可町施設多可町施設
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    ※利用者※利用者※利用者※利用者

。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪

白ゆり会通信

 

今月

風にゆれる

パステル和
けずって
指で

maron
ありがとうございます
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ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）

午前：髙瀬医師による相談午前：髙瀬医師による相談午前：髙瀬医師による相談午前：髙瀬医師による相談    

※利用者※利用者※利用者※利用者さんはさんはさんはさんは午後午後午後午後

。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪

白ゆり会通信 

特定非営利活動法人白ゆり会

〒
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E

ホームページ：

今月のパステル

風にゆれるコスモス

パステル和
けずってパウダー状にして、直接
指で絵を描く

maron さん、いつもステキな
ありがとうございます

場所：柏原住民センター場所：柏原住民センター場所：柏原住民センター場所：柏原住民センター

））））    

上野・下戸田いきいき人権交流祭（場所：上野会館）上野・下戸田いきいき人権交流祭（場所：上野会館）上野・下戸田いきいき人権交流祭（場所：上野会館）上野・下戸田いきいき人権交流祭（場所：上野会館）

はーもにぃはーもにぃはーもにぃはーもにぃ））））

なかよしミニ運動会（場所：黒田庄体育館）なかよしミニ運動会（場所：黒田庄体育館）なかよしミニ運動会（場所：黒田庄体育館）なかよしミニ運動会（場所：黒田庄体育館）    

ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）ふれあい喫茶（場所：なかよし工房）    

午後午後午後午後、、、、休み休み休み休み    

。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪

特定非営利活動法人白ゆり会

〒679-0303

TEL：0795-28

-mail：npo@shirayurikai.

ホームページ：

パステル 和
なごみ

アート

コスモスが秋らしいですね

パステル和アートは、パステルを
パウダー状にして、直接
描く技法のことです。

さん、いつもステキな
ありがとうございます

場所：柏原住民センター場所：柏原住民センター場所：柏原住民センター場所：柏原住民センター

上野・下戸田いきいき人権交流祭（場所：上野会館）上野・下戸田いきいき人権交流祭（場所：上野会館）上野・下戸田いきいき人権交流祭（場所：上野会館）上野・下戸田いきいき人権交流祭（場所：上野会館）    

））））    

。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪。体調をととのえて、楽しみましょう♪ 

特定非営利活動法人白ゆり会

3 西脇市黒田庄町前坂

28-2918 

npo@shirayurikai.

ホームページ：http://shirayurikai.jp

アート 

が秋らしいですね

アートは、パステルを
パウダー状にして、直接

ことです。

さん、いつもステキな作品を
ありがとうございます。 

場所：柏原住民センター場所：柏原住民センター場所：柏原住民センター場所：柏原住民センター））））    

 

特定非営利活動法人白ゆり会 

西脇市黒田庄町前坂 2139

npo@shirayurikai.jp 

http://shirayurikai.jp 

が秋らしいですね(*’▽’) 

アートは、パステルを 
パウダー状にして、直接 

ことです。 
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【

9 月の活動報告

なかよし工房

ﾜｰｸｽﾃｯﾌﾟ

はーもにぃ

腕を交互にあげて
1、2、

【施設外支援

【でんくうまつ

にっしー、たか坊、でんくる

助と、西脇市、多可町、加東市のゆるキャラが集合

し、会場を盛り上げていました

白ゆり会からは

フランクフルトと飲み物の販売を行いました。

蒸し暑い日だったこともあり、

た飲み物が、

また、フランクフルトも昼前頃からお客さんがひっ

きりなしに来られ、こちらも

したが、13

活動報告 

なかよし工房 

ﾜｰｸｽﾃｯﾌﾟ 

はーもにぃ 

腕を交互にあげて 
、1、2♪ 

施設外支援】 

でんくうまつ

にっしー、たか坊、でんくる

西脇市、多可町、加東市のゆるキャラが集合

し、会場を盛り上げていました

白ゆり会からは 4 名の利用者と、

フランクフルトと飲み物の販売を行いました。

蒸し暑い日だったこともあり、

た飲み物が、12 時半には完売してしまいました。

また、フランクフルトも昼前頃からお客さんがひっ

きりなしに来られ、こちらも

13 時半には完売となりました。

携帯電話

ブログ

 

虹の会工房さんと合同で交流体操に参加してきました。

【交流体操

 

次は鳴子を持って
曲に合わせて踊り
ました。
ってました♪

 

でんくうまつり】…9

にっしー、たか坊、でんくる、牛兵衛、加東伝の

西脇市、多可町、加東市のゆるキャラが集合

し、会場を盛り上げていました。

名の利用者と、

フランクフルトと飲み物の販売を行いました。

蒸し暑い日だったこともあり、

時半には完売してしまいました。

また、フランクフルトも昼前頃からお客さんがひっ

きりなしに来られ、こちらも 200

時半には完売となりました。

携帯電話で読み取ると、白ゆり会のホームページにつながります。

ブログも、ぜひ

虹の会工房さんと合同で交流体操に参加してきました。

交流体操

鳴子を持って
曲に合わせて踊り
ました。いい音が鳴
ってました♪ 

農園、市役所と施設外に出ることが増えてきたのです

が、実習の予定にあわせて体調管理を行ったり、課せら

れたノルマをこなせるよう協力しあっている姿をみて施

設外支援を通して得られたものは大きいのではないかと

感じています。

9 月 16 日（

、牛兵衛、加東伝の

西脇市、多可町、加東市のゆるキャラが集合

。 

名の利用者と、2 名の職員で、

フランクフルトと飲み物の販売を行いました。

蒸し暑い日だったこともあり、200 本用意してい

時半には完売してしまいました。

また、フランクフルトも昼前頃からお客さんがひっ

200 本用意していま

時半には完売となりました。 

読み取ると、白ゆり会のホームページにつながります。

ぜひご覧ください♪

虹の会工房さんと合同で交流体操に参加してきました。

交流体操】…9 月

鳴子を持って
曲に合わせて踊り

鳴

最後はポンポン持ってダンシングヒーロー
を踊りました♪

本番のなかよしミニ運動会が楽しみ～♪

農園、市役所と施設外に出ることが増えてきたのです

が、実習の予定にあわせて体調管理を行ったり、課せら

れたノルマをこなせるよう協力しあっている姿をみて施

設外支援を通して得られたものは大きいのではないかと

感じています。 

日（日） 

、牛兵衛、加東伝の

西脇市、多可町、加東市のゆるキャラが集合

名の職員で、

フランクフルトと飲み物の販売を行いました。 

本用意してい

時半には完売してしまいました。

また、フランクフルトも昼前頃からお客さんがひっ

本用意していま

 

読み取ると、白ゆり会のホームページにつながります。

ご覧ください♪

虹の会工房さんと合同で交流体操に参加してきました。

月 12 日（水

最後はポンポン持ってダンシングヒーロー
を踊りました♪

本番のなかよしミニ運動会が楽しみ～♪

9 月から

外支援です。経験者も初めて行かれる方

も、もれなくド緊張してガチガチです。

♪ 
農園、市役所と施設外に出ることが増えてきたのです

が、実習の予定にあわせて体調管理を行ったり、課せら

れたノルマをこなせるよう協力しあっている姿をみて施

設外支援を通して得られたものは大きいのではないかと

 

【バーベキュー

9 月 27

日時計の丘公園で

した。みんな待ちに待った

もりだくさんの具材で、お腹いっぱい

になりました。

策もしました。

大満足で

読み取ると、白ゆり会のホームページにつながります。

ご覧ください♪ 

虹の会工房さんと合同で交流体操に参加してきました。

水） 

最後はポンポン持ってダンシングヒーロー
を踊りました♪ 

本番のなかよしミニ運動会が楽しみ～♪

月から再始動した某会社での施設

外支援です。経験者も初めて行かれる方

も、もれなくド緊張してガチガチです。

農園、市役所と施設外に出ることが増えてきたのです

が、実習の予定にあわせて体調管理を行ったり、課せら

れたノルマをこなせるよう協力しあっている姿をみて施

設外支援を通して得られたものは大きいのではないかと

バーベキュー

27 日（木

日時計の丘公園で

した。みんな待ちに待った

もりだくさんの具材で、お腹いっぱい

になりました。食後には、運動のため散

策もしました。 

大満足で、楽しい時間を過ごしました。

読み取ると、白ゆり会のホームページにつながります。

ﾜｰｸｽﾃｯﾌﾟ

虹の会工房さんと合同で交流体操に参加してきました。

最後はポンポン持ってダンシングヒーロー

本番のなかよしミニ運動会が楽しみ～♪

再始動した某会社での施設

外支援です。経験者も初めて行かれる方

も、もれなくド緊張してガチガチです。

農園、市役所と施設外に出ることが増えてきたのです

が、実習の予定にあわせて体調管理を行ったり、課せら

れたノルマをこなせるよう協力しあっている姿をみて施

設外支援を通して得られたものは大きいのではないかと

バーベキュー】 

木） 

日時計の丘公園でバーベキューを

した。みんな待ちに待った、この日

もりだくさんの具材で、お腹いっぱい

食後には、運動のため散

い時間を過ごしました。

読み取ると、白ゆり会のホームページにつながります。

ﾜｰｸｽﾃｯﾌﾟ 

かりん 

虹の会工房さんと合同で交流体操に参加してきました。 

最後はポンポン持ってダンシングヒーロー

本番のなかよしミニ運動会が楽しみ～♪ 

再始動した某会社での施設

外支援です。経験者も初めて行かれる方

も、もれなくド緊張してガチガチです。

農園、市役所と施設外に出ることが増えてきたのです

が、実習の予定にあわせて体調管理を行ったり、課せら

れたノルマをこなせるよう協力しあっている姿をみて施

設外支援を通して得られたものは大きいのではないかと

バーベキューをしま

この日！！ 

もりだくさんの具材で、お腹いっぱい

食後には、運動のため散

い時間を過ごしました。 

読み取ると、白ゆり会のホームページにつながります。

 

 

 

 

 


