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記事① 

 今年度、計画していた様々なイベントが中止となる中、ようやく９月から少しずつ活動を再開

しています。メンバー大勢での外出はさすがに叶いませんが、

細心の注意を払いながら、生活介護、就労継続支援Ｂ型共に

は好評の行事です。皆さんの楽しそうな様子、お伝えしたいと思います！

①「カレーライスは甘口派？

今年のメニューはカレーライス。普段の昼食はケータリングのお弁当なので、カレーをメンバ

ーが食べているところを見る

こから職員にはわかりません（笑）

れるところ。なので今回、甘口と中辛と２種類作っちゃいましょう！という事で、大鍋にそれぞ

れ２種類作りましたよ。

開始。皆さんで協力して、時間内に無事完成！「おいしい！」「おかわり！」の言葉

はすっかりからっぽに。そして、中辛の方が人気という事もわかりました（笑）

 

 

 

 

 

 

①「ちらしずしには薄焼きたまご！

 今年のメニューはちらし寿司！今回はちらし寿司に彩を与えてくれる薄焼きたまごに焦点をあ

て、自分で作ってもらう事にしました。まずは職員

挑戦！！ん～作ってるのは“薄焼き”たまごですよ？？それは“厚焼

さを目指すのは難しいですが、美味しくでき

 

 

 

 

 

社会福祉法人 

 ミルキーウェイ

今年度、計画していた様々なイベントが中止となる中、ようやく９月から少しずつ活動を再開
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細心の注意を払いながら、生活介護、就労継続支援Ｂ型共に

は好評の行事です。皆さんの楽しそうな様子、お伝えしたいと思います！
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れるところ。なので今回、甘口と中辛と２種類作っちゃいましょう！という事で、大鍋にそれぞ
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記事② 

 最近はお昼休みの過ごし方が多様になってきました。

備し、会話もほぼなく神経衰弱が始まります。いつも決まって勝つのは

たいのだろうと職員は感じています。またある方は一人コンサートを開催します。アイドル好き

で、誰かのモノマネをしているようですが

折観客に向かって呼びかけをしています。その横ではコンサートには目も触れず、

代の音楽を楽しんでいる方。また一人が好きなある方は、誰もいない

を楽しんでいます。

 それぞれが思い思いに楽しみを見つけ、有意義な時間を過ごせているのなら嬉しいことだなぁ

と思っています。

                         

 

 

 

 

 

 

 

記事③ 

 はじめまして、

 これまでは、栄養士として福祉施設で給食づくりをしていました。支援員は未経験でまだまだ

勉強中ですが、いつもメンバーの皆さんから「頑張ってるね！」と声をかけてもらいます。

 それを励みに笑顔と元気で頑張っています。これからよろしくお願いします。
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で、誰かのモノマネをしているようですが

折観客に向かって呼びかけをしています。その横ではコンサートには目も触れず、

音楽を楽しんでいる方。また一人が好きなある方は、誰もいない

を楽しんでいます。

それぞれが思い思いに楽しみを見つけ、有意義な時間を過ごせているのなら嬉しいことだなぁ

と思っています。                               

                        

 新入職員自己紹介「よろしくお願いします！」

はじめまして、7

これまでは、栄養士として福祉施設で給食づくりをしていました。支援員は未経験でまだまだ

勉強中ですが、いつもメンバーの皆さんから「頑張ってるね！」と声をかけてもらいます。

それを励みに笑顔と元気で頑張っています。これからよろしくお願いします。

★ ★ ★ 

みるみるみるきー

 令和２年１０

  社会福祉法人

       ミルキーウェイ

  〒573-0152

            

ＴＥＬ＆ＦＡＸ 072-867

 syoujukai.org

続支援Ｂ型の近況報告

最近はお昼休みの過ごし方が多様になってきました。

会話もほぼなく神経衰弱が始まります。いつも決まって勝つのは

たいのだろうと職員は感じています。またある方は一人コンサートを開催します。アイドル好き

で、誰かのモノマネをしているようですが

折観客に向かって呼びかけをしています。その横ではコンサートには目も触れず、

音楽を楽しんでいる方。また一人が好きなある方は、誰もいない

を楽しんでいます。 

それぞれが思い思いに楽しみを見つけ、有意義な時間を過ごせているのなら嬉しいことだなぁ

                               

                        

新入職員自己紹介「よろしくお願いします！」

7 月からミルキーウェイの仲間に入らせて頂きましたＮです。

これまでは、栄養士として福祉施設で給食づくりをしていました。支援員は未経験でまだまだ

勉強中ですが、いつもメンバーの皆さんから「頑張ってるね！」と声をかけてもらいます。

それを励みに笑顔と元気で頑張っています。これからよろしくお願いします。

 ★ ★ ★

みるみるみるきー 第６３号

１０月１５日

社会福祉法人松樹会 障害福祉サービス事業所

ミルキーウェイ

0152 枚方市藤阪中町

            １１－３０

867-5690

syoujukai.org 

続支援Ｂ型の近況報告

最近はお昼休みの過ごし方が多様になってきました。

会話もほぼなく神経衰弱が始まります。いつも決まって勝つのは

たいのだろうと職員は感じています。またある方は一人コンサートを開催します。アイドル好き

で、誰かのモノマネをしているようですが

折観客に向かって呼びかけをしています。その横ではコンサートには目も触れず、

音楽を楽しんでいる方。また一人が好きなある方は、誰もいない

それぞれが思い思いに楽しみを見つけ、有意義な時間を過ごせているのなら嬉しいことだなぁ

                               

                        

新入職員自己紹介「よろしくお願いします！」

月からミルキーウェイの仲間に入らせて頂きましたＮです。

これまでは、栄養士として福祉施設で給食づくりをしていました。支援員は未経験でまだまだ

勉強中ですが、いつもメンバーの皆さんから「頑張ってるね！」と声をかけてもらいます。
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【編集後記】

秋の深まりを感じられるようになりました。新型コロナ

ウィルスの影響はまだ続き、マスク着用は冬に向けて

益々必要なようです。マスクを着けていると、

なりがち。相手から見えている目と眉

持ちが伝われば良いなと思う今日この頃。大きく「いー」

と言い、その口の形のまま、「えー」と言うと、

な三日月の形の目になるそうですよ。鏡の前で試してみ

ると、なるほど！

染するといいますし、

今日はどっちが勝つかな？？

「それぞれの楽しみ方」

最近はお昼休みの過ごし方が多様になってきました。ある二人

会話もほぼなく神経衰弱が始まります。いつも決まって勝つのは

たいのだろうと職員は感じています。またある方は一人コンサートを開催します。アイドル好き

、そこに観客がいるかのような立ち居振る舞いで、時

折観客に向かって呼びかけをしています。その横ではコンサートには目も触れず、

音楽を楽しんでいる方。また一人が好きなある方は、誰もいない

それぞれが思い思いに楽しみを見つけ、有意義な時間を過ごせているのなら嬉しいことだなぁ

                               

                         

新入職員自己紹介「よろしくお願いします！」

月からミルキーウェイの仲間に入らせて頂きましたＮです。

これまでは、栄養士として福祉施設で給食づくりをしていました。支援員は未経験でまだまだ

勉強中ですが、いつもメンバーの皆さんから「頑張ってるね！」と声をかけてもらいます。

それを励みに笑顔と元気で頑張っています。これからよろしくお願いします。

★ ★ ★ 

 

       

編集後記】 猛暑もなんとか乗り越え、１０月に入り

秋の深まりを感じられるようになりました。新型コロナ

ウィルスの影響はまだ続き、マスク着用は冬に向けて

益々必要なようです。マスクを着けていると、

なりがち。相手から見えている目と眉

持ちが伝われば良いなと思う今日この頃。大きく「いー」

と言い、その口の形のまま、「えー」と言うと、

な三日月の形の目になるそうですよ。鏡の前で試してみ

ると、なるほど！

染するといいますし、

今日はどっちが勝つかな？？ 

前職での経験を活かし

実習を担当してもらいました☆☆

「それぞれの楽しみ方」

二人はいつものように

会話もほぼなく神経衰弱が始まります。いつも決まって勝つのは誘う方。勝つから毎日し

たいのだろうと職員は感じています。またある方は一人コンサートを開催します。アイドル好き

、そこに観客がいるかのような立ち居振る舞いで、時

折観客に向かって呼びかけをしています。その横ではコンサートには目も触れず、

音楽を楽しんでいる方。また一人が好きなある方は、誰もいない二階で、のんびり一人時間

それぞれが思い思いに楽しみを見つけ、有意義な時間を過ごせているのなら嬉しいことだなぁ

                               

新入職員自己紹介「よろしくお願いします！」     

月からミルキーウェイの仲間に入らせて頂きましたＮです。

これまでは、栄養士として福祉施設で給食づくりをしていました。支援員は未経験でまだまだ

勉強中ですが、いつもメンバーの皆さんから「頑張ってるね！」と声をかけてもらいます。

それを励みに笑顔と元気で頑張っています。これからよろしくお願いします。

 ★ ★ ★

猛暑もなんとか乗り越え、１０月に入り

秋の深まりを感じられるようになりました。新型コロナ

ウィルスの影響はまだ続き、マスク着用は冬に向けて

益々必要なようです。マスクを着けていると、

なりがち。相手から見えている目と眉

持ちが伝われば良いなと思う今日この頃。大きく「いー」

と言い、その口の形のまま、「えー」と言うと、

な三日月の形の目になるそうですよ。鏡の前で試してみ

ると、なるほど！しっかり笑顔です。

染するといいますし、心掛けたいと思います。（木村）

前職での経験を活かし

実習を担当してもらいました☆☆

「それぞれの楽しみ方」 

はいつものようにトランプを準

方。勝つから毎日し

たいのだろうと職員は感じています。またある方は一人コンサートを開催します。アイドル好き

、そこに観客がいるかのような立ち居振る舞いで、時

折観客に向かって呼びかけをしています。その横ではコンサートには目も触れず、ipad で９０年

二階で、のんびり一人時間

それぞれが思い思いに楽しみを見つけ、有意義な時間を過ごせているのなら嬉しいことだなぁ

                               （森本）

                  

月からミルキーウェイの仲間に入らせて頂きましたＮです。 

これまでは、栄養士として福祉施設で給食づくりをしていました。支援員は未経験でまだまだ

勉強中ですが、いつもメンバーの皆さんから「頑張ってるね！」と声をかけてもらいます。

それを励みに笑顔と元気で頑張っています。これからよろしくお願いします。    

★ ★ ★ 

猛暑もなんとか乗り越え、１０月に入り

秋の深まりを感じられるようになりました。新型コロナ

ウィルスの影響はまだ続き、マスク着用は冬に向けて

益々必要なようです。マスクを着けていると、

なりがち。相手から見えている目と眉だけ

持ちが伝われば良いなと思う今日この頃。大きく「いー」

と言い、その口の形のまま、「えー」と言うと、

な三日月の形の目になるそうですよ。鏡の前で試してみ

しっかり笑顔です。笑顔は相手にも伝

心掛けたいと思います。（木村）

前職での経験を活かし、早速調理

実習を担当してもらいました☆☆

トランプを準

方。勝つから毎日し

たいのだろうと職員は感じています。またある方は一人コンサートを開催します。アイドル好き

、そこに観客がいるかのような立ち居振る舞いで、時

で９０年

二階で、のんびり一人時間

それぞれが思い思いに楽しみを見つけ、有意義な時間を過ごせているのなら嬉しいことだなぁ

（森本） 

             

これまでは、栄養士として福祉施設で給食づくりをしていました。支援員は未経験でまだまだ

勉強中ですが、いつもメンバーの皆さんから「頑張ってるね！」と声をかけてもらいます。 

 （Ｎ） 

 ★ ★  

猛暑もなんとか乗り越え、１０月に入り

秋の深まりを感じられるようになりました。新型コロナ

ウィルスの影響はまだ続き、マスク着用は冬に向けて

益々必要なようです。マスクを着けていると、無表情に

だけで、笑顔で

持ちが伝われば良いなと思う今日この頃。大きく「いー」

と言い、その口の形のまま、「えー」と言うと、きれい

な三日月の形の目になるそうですよ。鏡の前で試してみ

笑顔は相手にも伝

心掛けたいと思います。（木村）

、早速調理

実習を担当してもらいました☆☆ 

             

猛暑もなんとか乗り越え、１０月に入り

秋の深まりを感じられるようになりました。新型コロナ

ウィルスの影響はまだ続き、マスク着用は冬に向けて

無表情に

笑顔で気

持ちが伝われば良いなと思う今日この頃。大きく「いー」

きれい

な三日月の形の目になるそうですよ。鏡の前で試してみ

笑顔は相手にも伝

心掛けたいと思います。（木村） 

             


