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★議賣新年☆
あけましておめでとうございます。
2021年はひまわリサロン網干では、色々なことが菫なり大変な 1年でした。
7月 iこは新規事業所が、完成して量移りにてんでこ舞い、
そうこうしていると、サービス管理費錘者の選麟の願い、行政とのやり取り、
書類の提出類が分からずにミスばかりの連続、私自身の交通事畿の後遺症で、
毎露の病院通い、今度は私のサービス管理責撻者の届け出とまだまだ続ぃてぃます。
轟い間の外販場所にも、いけなくなってしまったお詫びの換拶、ホームベージの新
設 等々

2022年は何事もなく過ぎますよう滝頑張ります。

利層者の若者たちにも影響したのだと思います、でも変動があっても警頑張ってく
れて秘をかばってくれる心ずかいが非常にられしく感じています。

2022年 の菊芋パウダーもやっと販売が出来るところまで|こなりました。

昨年t童不作により猥曲のお客様に抑迷惑を輸掛けしてしま攣。申し訳なく思います。
2021年意ま神F。 大阪方面からもお電話の注文に追ゎれてお断りの説明等々

やつと鏃来上がり注文をさばいています、
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2022年  1月 (ひまわ リカレンダー)
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第一 第二、本曜置、午後 4時～6時まで
ひまわリサロン網干では心を病んだか ひきこもりの相談の開設 (要予約》。
イベントの詳細に関しては皿区ht機 :f亀量laWatti'al脇sh.∞菫ノsa10ゴ)を参照、
もしくはひまわリサロン網干までお問い合せください

電話079-237・-2020           ※ 文責: 齢 光夫
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☆曲本健一先生Φ講習☆
12撻 畷露簿 毎年額鰐:こなった曲卒腱一先生鍛講響会が難事終わりました,

2難 21年度奉表題はグルーホームです
鶏轟隻援機動 (グループ掌―ム):こつを燿て饗轟るこ
豊.グまレープホーム (轟 FC藤 と襄議します)とゃ曇と轟難曹鍛入轟燿鑽暴fメ ージボ

轟攀ますがな蕃慧亀薄から導参議くらももの藷まで幅感む
―
単

:]‐を代器南鮮利鶴さオ1でき1ま

す奢
霊.障害

‐
壼であ壌か品とが理露の条件です、ただし必ず藝も障壽著季緩を取らな:・壼無

‡ざいはないわけで:まなく、医療機関数診轟書鮮あれ:ボ科踊できます。
臨,銀 :こ よって対象看が決まってを苺鶴場合燿あります対象磯簿書が湊まってき苺る,

鶴子華層・女予奪鴛
.壕 ,どんな艤畿か  食堂。お臨轟。トイレ′なが盛鋼で部量をま轟室です、毎藝戦員奉南

が難議をこ等怪ます。鋼中‡ま醸量が殿ヽますが質難黙苺なりヽ暖白があ攣ます=

辱摯種爾を議義騒崎はなく猥寧畿動量緑予纏講ここ通う曇とが多亀肇です彙
懸懸施設でtま鷺動をまもちろんです瀧 昼食費が安いことや機議韓より工質曜入が
あ壕ことが骨檜鍵曲薔ξなってをねますぅ

轟、響爾手続き   申鍮から支総濃定まで豊力鐘～2カ 露かかります
7,施設:こ見学を難し込む―俸験利難.施設:蓬奮きが姦りご本人ガ入購を希望さ考1たら

種燿申議します。
S,華役爾:こ 寧議をします。搬譲支援事業所と襲絢し隷懸 案作成してもらをヽます=:主

滲饉鍮意見藩が必要です.なξ苺場合‡ま轟警聾でもら多為tこ診察や心理検査 (発達障害
や・知講障華を調べるため)奄受けるとなが藤要になる場合謬あります。

9,科隠料金    家質 (闘と自輪簿から合わ慧で25,0● 8参 鋳程度のやちんひ
よがあり》食費食べた分⑫実費薦熱本通費

i醸 ,本入醜僻者が前年難こ壌入があれ‡ボ家賛と騨]ξ ]割負担ありそオじがな:すれ:1ゴ モ]
書驚,利鶏難問   期繭が熱 場ゝ合が多翫苺が、通轟理として利鷺鐵限を決めてiヽ 轟纏

誰もある
機8,そ織饉     霧襲露鑽鶏0参入亀なられ纂ため、織量が割鸞者鍛搬議:こ 乗ここな

が難輩る鍮か翼轟め壌ことが導爾書

☆務者や報告☆
わけましておめてと機ござ酵苺ます。

議い毎臓ですが、みなさん変わりま壇んか?私は やゝっばり寒くなってきたら、
壌息が騰くなって、毎闘大変です。

昨年もいるんなことがあった1年でした。なかなか思ったょうな簿薬が取れなぃ年覇け
スタートに融りまいL(ヤンヤン》春先に、作業所の機転を聞いで準機に進われ
て、バタバタ働毎轟でした。みんなで、夏野菜の準機をしたおかげで、
りっはな野菜が育舞 した。そして、作業所の移転も無事終了して、
穏用者醜 人事業して、人数が減ったけど泳んなで順張ってやっていきました。
そのおかげで、売り上嚇 あがデ 、みんなで喜びま睦 。(ヨカジ ョヵ沈持
や嘘 新い ところにもなれてきたところに、10月で2年間義世話になった職員の人がゝ
退職されることになり、突然の事で驚いていま九 新しいところで、顔張ってほしいです

文貴 佳藤義夫



ならか天気ええ穣な麟をヽま囁な轟≪分か暴なか凸藝、季節縁変わり憑かね?
ど機でもええけど、静な最機がなっで難る.擁藤態をヽのか鶴らぬけど、おおむね
繭が舞るこ奮な醸機が難てく鶴ゝ 窯ンでな慧苺がいξこしてもう鼈ヽた豪.議鍍むのも
畿壼でくる、えてこ撥手な轟やけど不濾畿野導だがあ諄ょうがな苺鶴

た電轟麟手鍮轟なら、霊ず鐵らず義ど参か攀クずだキがウチ健朦チャリ ^時購盤
ま通漕だとよぅ薦鐘なポキ通ζ::蟻鋤まま―竃雛鋭上亀.義やぶ尋轟.どうせしょ渉もない

事す鶴:こ藩譲準と機=.ひったく準とか警最無轟なか潟だ:す難ξ聴て発り購:ボすとが、

嘩≪でもなもヽ事する:こきまっなる.約華懸り返りでき電亀鑢率で蓮してくるとか、それとも
電撃晶存

..ぜぬで白を切機かどっちかやろう蹴::なん:Gしても積する勢こっち警何のメリットもな
を苺そ曜、島然繭わ蓬わな入棒身%でも無いの‡I議が数ず鐵らずの議むヽた通とがないホ鐘:こ

懸番キl夕を量撃∵ミ警轟るんど†鶴一彙詐難ある0か?そんなをざんくら:こ貸す方がどりかしと機
わ.警姦な‡こ乗攀たかった暴で発えで隷移だ議で頻総パイク買えボケⅢ

奪んな儀ん艤したら機や。機器.貸してぬまるがち攣めん通l=iな懸う今懸こ⑫曜.

蝙藝:こ基準丸議ξほれま鶴らんだキ‡轟骨んななん費さんはうが難翁ためやで
暮轟な三◎宇鶴轟され機、あ鐘な覇総増、獲.          文貴 三⑫字

鸞議ガ入轟懸ました、理事轟傘鐘準含踏雌織育か亀“援換して殿苺ただきました。

私 鍛家 も買鷺ヽました、量 農難 で 天 難 ]〕 しで安 くて轟 をヽしかったです 。

文責 F子
わけま難で轟感でようごぎをヽます。寒くな機ましたが警さん難捧鍛加減はいかがですか?
移饉静攀サ獲ンをま、冬物野菜も販売しております.'ぜひ轟買韓求めください
ざ墓購攀待ちしています。                     文責 X懲

今年醸夏ご拳急:こ複力が低下務眼難をかさすでも

畿の中鏃自分の議が意まっきり見えなくなってしま酵ヽ戦した場

慇隠音糠勢露襲と:ま裏朧:こ畿でをま早くしな慧理と鶴鶴けない…te遺議って

いました,

亀豊ままゆっく姉と手術翁要を嚢轟ような場‐籍う

醸灘傘購鑢‡篭輸査:こ無甕も最をヽ予o重 2甦籍禰轟‡進番鐘ないましたが、
通鉾菫菫竃えなくなっていま静申で‡まと,毎難が贔離繕連続でした。
轟簑赫轟奪ほどです藤よく濾えて酸爆ます、強度遮鶴の九意ま気を書けまし‐ょうね

文貴 生活難導員

かなながつももヽとき、

近く驚I撃 まヽす。
ひとりで端1議鑽 、こよう聯苦t′み書、補 しく蛭蓬もヽ.

懇殺予購 毎ヽ母纂命電轟
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