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記事① 

 新型コロナウィルスの猛威によって、日常は一変し、いままであたりまえだったこともあたり

まえでなくなり、

毎日の生活がずっとフワフワとした状態でした

ウェイは開所していましたが、

注意を払い

ざるを得なくなり、残念でしたが

が体調を崩されることなく、

 

 

 

 

 

記事② 

 Ｂ型には、掃除、ベル、お茶、声出しの４人のリー

毎年立候補で決定します。

 今回は

習するのが日課になっています。声出しリーダーが前に立って、手本となるように大きな声で例

文を読み上げてくれ、全員でそれを復唱してから、作業に取り掛かります。

は完ぺき！なはずなの

んでしまうくらい繰り返したり・・・。練習の成果はどこに

事も日々の積み重ねが重要だと信じましょう。

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 
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記事③ 

 普段のミルキーウェイの様子を写真でご紹介するコーナー。今回は”お昼“編です♪

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記事④ 

 ミルキーウェイが実施しているサービスについての苦情や相談がございましたら、下記の窓口

までお気軽にご連絡ください。なお、平成３１年４月から令和２年３月までの苦情、相談はござ

いませんでした。
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恐る恐る箱に入れて、外

に置くと、無事、近くにいた親鳥のところに飛んでいき

ました。少しだけ季節を感じた出来事でした。 （木村）
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