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西脇市役所駐車場西脇市役所駐車場西脇市役所駐車場西脇市役所駐車場））））    

まつり（場所：コスミックホールまつり（場所：コスミックホールまつり（場所：コスミックホールまつり（場所：コスミックホール））））    

特定非営利活動法人白ゆり会

0303 西脇市黒田庄町前坂

0795-28-2918

npo@shirayurikai.

ホームページ：http://shirayurikai.jp

パステル 和
なごみ

アート

アートは、パステルを
パウダー状にして、直接

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。 

健康ふれあいフェスタ（場所：大山記念病院ほか）健康ふれあいフェスタ（場所：大山記念病院ほか）健康ふれあいフェスタ（場所：大山記念病院ほか）健康ふれあいフェスタ（場所：大山記念病院ほか）    

日野の里ふれあいフェスティバル（場所：サンパル日野）日野の里ふれあいフェスティバル（場所：サンパル日野）日野の里ふれあいフェスティバル（場所：サンパル日野）日野の里ふれあいフェスティバル（場所：サンパル日野）    

特定非営利活動法人白ゆり会 

西脇市黒田庄町前坂 2139

2918 

npo@shirayurikai.jp 

http://shirayurikai.jp 

アート 

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
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10/4

10 月の活動報告

10/4（木）【

今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり

10/12

活動報告 

携帯電話

ブログ

 

【県北部ブロック作業所合同運動会

今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり

10/12（金）

10/17

恒例のパン釣り

どれに
しようかな…

ラケットリレー

虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり

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

運動会・旅行

県北部ブロック作業所合同運動会

今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり

）【白ゆり会親睦旅行

10/17（水）【なかよしミニ運動会

恒例のパン釣り

どれに 
しようかな… 

的を射抜いて

こんにちは

ラケットリレー 

奇跡の星の植物館
癒しの
 

謎のペン立てみたいなオブジェ

虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり

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♪

運動会・旅行

県北部ブロック作業所合同運動会

今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり

【白ゆり会親睦旅行

なかよしミニ運動会

恒例のパン釣り 

 

的を射抜いて 

こんにちは 

 

奇跡の星の植物館
癒しの空間でした

謎のペン立てみたいなオブジェ

虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり

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♪ 

運動会・旅行 大特集！

県北部ブロック作業所合同運動会

今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり今年は丹波市のかたくりさんにお世話になり、盛大に、盛大に、盛大に、盛大に

【白ゆり会親睦旅行＠淡路島＠淡路島＠淡路島＠淡路島

 

なかよしミニ運動会

奇跡の星の植物館 
空間でした〜 

謎のペン立てみたいなオブジェ

楽しみにしていた

タコ飯美味しか

ひしめき合う

虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり

読み取ると、白ゆり会のホームページにつながります。

 

大特集！

県北部ブロック作業所合同運動会＠＠＠＠柏原住民センター柏原住民センター柏原住民センター柏原住民センター

、盛大に、盛大に、盛大に、盛大に開催開催開催開催されましたされましたされましたされました

＠淡路島＠淡路島＠淡路島＠淡路島】 

なかよしミニ運動会＠総合＠総合＠総合＠総合市民センター市民センター市民センター市民センター

ハイ！ハイ！ハイ！

かけ声に合わせて
頑張りました！

謎のペン立てみたいなオブジェ 

楽しみにしていた

お昼ごはん

タコ飯美味しか

ひしめき合う

昼食はできた

朝から

たと思うと頭が下がります。

虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり虹の会工房様、今年もお世話になり、ありがとうござい、ありがとうござい、ありがとうござい、ありがとうござい

読み取ると、白ゆり会のホームページにつながります。

大特集！ 

柏原住民センター柏原住民センター柏原住民センター柏原住民センター

されましたされましたされましたされました    

市民センター市民センター市民センター市民センター

ハイ！ハイ！ハイ！

け声に合わせて 
頑張りました！ 

楽しみにしていた 

お昼ごはん 

タコ飯美味しかった!! 

ひしめき合う食堂 

昼食はできた

朝から 400

たと思うと頭が下がります。

、ありがとうござい、ありがとうござい、ありがとうござい、ありがとうござい

読み取ると、白ゆり会のホームページにつながります。

柏原住民センター柏原住民センター柏原住民センター柏原住民センター】 

    

市民センター市民センター市民センター市民センター】 

ハイ！ハイ！ハイ！ 

 

デカパン
破かないで〜

ダッシュ！

応援団

戎さんに頭をな

て、宝くじに当たった

⼈がいるんだって〜

淡路人形座

おみやげは、
やっぱり玉ねぎ

昼食はできたてのおにぎりでした。

400 個以上も握っておられ

たと思うと頭が下がります。

、ありがとうござい、ありがとうござい、ありがとうござい、ありがとうございました！ました！ました！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。

デカパン 
破かないで〜 

ダッシュ！ 

応援団♪ 

戎さんに頭をなでられ

宝くじに当たった

⼈がいるんだって〜 

淡路人形座 

おみやげは、 
やっぱり玉ねぎ？ 

てのおにぎりでした。

個以上も握っておられ

たと思うと頭が下がります。 

ました！ました！ました！ました！    

 

でられ

宝くじに当たった

てのおにぎりでした。 

個以上も握っておられ


