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施設の調理の仕事について、

最近の世の中のいろいろな出来事の中で仕事があり、働け

るという事は本当に幸せだと思います。仕事は忙しいし、自

分の感情のまま相手に対して不愉快な態度をとってしまう

時があります。そんな時、施設の利用者の方に「いつもあり

がとう」と言葉をかけてもらうと、自分の態度に反省されら

れる事があります。

自分は、感謝ができて「ありがとう」、ごまかしたり

るしたり嘘をついて反省ができたら「ごめんなさい」

言葉が心から言えたら

職場でもよい上司、よい仲間に出会えたら

ーだと思います。相性が悪い人にも嫌がらないで「ちょっと

苦手」、「相性が自分にとってあまり合わない」と思うように

しています。

１日の終りに

てしまった事に反省する

「ありがとう」が言えたか？「あたりまえ」ではなくちゃん

と言葉にして、相手に伝えるようにしたいです。つい忘れて

しまう自分に、今日も反省です。
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尚美（八町）

年が経ちました。

最近の世の中のいろいろな出来事の中で仕事があり、働け

るという事は本当に幸せだと思います。仕事は忙しいし、自

分の感情のまま相手に対して不愉快な態度をとってしまう

時があります。そんな時、施設の利用者の方に「いつもあり

がとう」と言葉をかけてもらうと、自分の態度に反省されら

自分は、感謝ができて「ありがとう」、ごまかしたり

るしたり嘘をついて反省ができたら「ごめんなさい」

本当にすばらしいと思います。

、とてもラッキ

ーだと思います。相性が悪い人にも嫌がらないで「ちょっと

苦手」、「相性が自分にとってあまり合わない」と思うように

、今日はイライラして相手に嫌な思いをさせ

いろいろ助けてもらったら感謝の

「ありがとう」が言えたか？「あたりまえ」ではなくちゃん

と言葉にして、相手に伝えるようにしたいです。つい忘れて
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最近の世の中のいろいろな出来事の中で仕事があり、働け

るという事は本当に幸せだと思います。仕事は忙しいし、自

分の感情のまま相手に対して不愉快な態度をとってしまう

時があります。そんな時、施設の利用者の方に「いつもあり

がとう」と言葉をかけてもらうと、自分の態度に反省されら
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るしたり嘘をついて反省ができたら「ごめんなさい」、この
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令和３年度

６月２２日（火）寿・唐谷

７月２８日（水）

 

 
♦税金

♦医療費の払い戻しがある。

♦保険料の払い戻しがある。
 

 

 

このような電話があったら迷わず大野警察署

（☎６５－０１１０）
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お問い合せ：

(配布の年間計画書（水色の用紙）をご覧ください

 

税金の払い戻しがある。

医療費の払い戻しがある。

保険料の払い戻しがある。

このような電話があったら迷わず大野警察署
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令和３年度福寿会
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お問い合せ：大野

配布の年間計画書（水色の用紙）をご覧ください

の払い戻しがある。

医療費の払い戻しがある。

保険料の払い戻しがある。
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期間：５月２１日（金曜日）～
 

★おはなしは、マスク着用！

★手洗いもしっかりと！

★他県との往来を控える！

�発熱など体調不良を感じたら…！

まずは、かかりつけ医や最寄りの医療機関に電話相談。か

かりつけ医がない場合や、受診先に迷う場合は「受診・相談

センター」に電話相談。

� 

相談先からの案内に従って医療機関を受診してください。

�恐れるべきはウイルスで、人ではありません！

大野市小中学校再編計画（案）説明会
 

【住民説明会】

 

※新型コロナウイルス感染防止のため出席者は１世帯

お一人までとなります。

※マスクの着用をお願いします。

※保護者（未就学児含む）対象の説明会は上記とは別に開催

され、対象者には日程や会場を別途お知らせします。

【問合せ先】大野市教育総務課（℡

 

 

 

 

※発熱や咳など、風邪症状のある方はご遠慮ください。

※県外者の入館はご遠慮ください。

※マスクを着用してください。

※高齢者や妊婦、持病のある方で、感染リスクが

心配される方はご利用を控えてください。
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１７日（木）公式ワナゲ

日（火）定例区長会

日（火）お出かけほっとサロン（

２４日（木）

福井県感染拡大警報発令中
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★おはなしは、マスク着用！

手洗いもしっかりと！
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まずは、かかりつけ医や最寄りの医療機関に電話相談。か

かりつけ医がない場合や、受診先に迷う場合は「受診・相談

センター」に電話相談。
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相談先からの案内に従って医療機関を受診してください。

恐れるべきはウイルスで、人ではありません！

大野市小中学校再編計画（案）説明会

【住民説明会】
６月１９日（土）
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新型コロナウイルス感染防止のため出席者は１世帯

お一人までとなります。

マスクの着用をお願いします。

保護者（未就学児含む）対象の説明会は上記とは別に開催

され、対象者には日程や会場を別途お知らせします。

【問合せ先】大野市教育総務課（℡

★公民館入館時のお願い★

※発熱や咳など、風邪症状のある方はご遠慮ください。

※県外者の入館はご遠慮ください。

※マスクを着用してください。

※高齢者や妊婦、持病のある方で、感染リスクが

心配される方はご利用を控えてください。
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早く会いたい
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６月の行事予定
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福井県感染拡大警報発令中
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★おはなしは、マスク着用！

手洗いもしっかりと！
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発熱など体調不良を感じたら…！

まずは、かかりつけ医や最寄りの医療機関に電話相談。か

かりつけ医がない場合や、受診先に迷う場合は「受診・相談

センター」に電話相談。
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新型コロナウイルス感染防止のため出席者は１世帯

お一人までとなります。

マスクの着用をお願いします。

保護者（未就学児含む）対象の説明会は上記とは別に開催

され、対象者には日程や会場を別途お知らせします。

【問合せ先】大野市教育総務課（℡

★公民館入館時のお願い★

※発熱や咳など、風邪症状のある方はご遠慮ください。

※県外者の入館はご遠慮ください。

※マスクを着用してください。

※高齢者や妊婦、持病のある方で、感染リスクが

心配される方はご利用を控えてください。
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手洗いもしっかりと！
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発熱など体調不良を感じたら…！

まずは、かかりつけ医や最寄りの医療機関に電話相談。か
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心配される方はご利用を控えてください。
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発熱など体調不良を感じたら…！
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され、対象者には日程や会場を別途お知らせします。
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※発熱や咳など、風邪症状のある方はご遠慮ください。

 

※高齢者や妊婦、持病のある方で、感染リスクが

心配される方はご利用を控えてください。
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発熱など体調不良を感じたら…！ 

まずは、かかりつけ医や最寄りの医療機関に電話相談。か

かりつけ医がない場合や、受診先に迷う場合は「受診・相談

相談先からの案内に従って医療機関を受診してください。

恐れるべきはウイルスで、人ではありません！ 
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新型コロナウイルス感染防止のため出席者は１世帯 

保護者（未就学児含む）対象の説明会は上記とは別に開催

され、対象者には日程や会場を別途お知らせします。
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★公民館入館時のお願い★ 

※発熱や咳など、風邪症状のある方はご遠慮ください。

※高齢者や妊婦、持病のある方で、感染リスクが 

心配される方はご利用を控えてください。 
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まずは、かかりつけ医や最寄りの医療機関に電話相談。か
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相談先からの案内に従って医療機関を受診してください。 

 

大野市小中学校再編計画（案）説明会 

 

保護者（未就学児含む）対象の説明会は上記とは別に開催

され、対象者には日程や会場を別途お知らせします。 

 

※発熱や咳など、風邪症状のある方はご遠慮ください。 


