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フェルマータ珍聞

昨年、全世界に広まったパンデミック

「新型コロナウイルス」が今年も拡大し、
更に勢いを増している状況での新しい年を
迎えました。皆様も不安な日々が長期化し
ていることにより、ストレスがより一層増
したのではないでしょうか。それまで築き
上げてきた日常生活から突然、自分自身の
問題以外から規制を余儀なくされるわけで
すからたまったものではありません。ただ、
自分だけではないという所に救いがあるぐ
らいではないでしょうか。これからの見通
しが立てづらいスタートになりましたが、
日々の現実と向き合いながらもアフターコ
ロナ時代に対しての準備をしていく期間と
して、有意義な暮らしにできればと考えて
います。

ところで、「フェルマータ」の意味は音楽
記号からきています。その演奏者のペース
「その人なりのペース」とか「休止または
停留所」ということで、「一人一人は違
う」「一旦立ち止まって」ということから
名づけました。今、正にコロナ禍で求めら
れている事であるように私自身は感じてい
ます。

話は大きくなりますが、私が生まれた昭和
は高度経済成長期の真只中でした。社会全
体が発展に向かってスピードアップし、正
に競争社会でもありました。そこに歪が生
れ、核家族などの社会問題となったことは
多くの人達が経験しました。

ここ数年で言えばネット社会が定着し、更
にスピードが上がり、しかも全世界に広
がっています。人を介さなくてもネット一
つで暮らせるようにもなりました。その結
果として、孤立が進んで、個人ファースト
主義や経済第一主義に偏っているように思
えてなりません。

2021年冬号

人は一人では暮らせない生き物であり、人
類が誕生してからは集団をなしながら生き
延び発展していったのは間違いありません。
その都度、代償を払いつつも人の和で誤っ
た事実を訂正し、今の社会に至っているの
でしょう。

大きな自然災害や人災も含めて、今のコロ
ナ禍という時代を如何に未来に繋げていく
かを問われているように私は考えています。
最後に、私が昨年関わりのあった人から言
われた中で、印象に残っている言葉を二つ
だけ抜粋したいと思います。

地域で支援事業をしている仲間から
「熱心なのは分かるけど、そこまですると
いうのは本人が本当に望んでいる事な
の？」
そして、障がいを抱えた身内から
「私は私なりに頑張って成長したのに、前
と同じように関わらないで！」
何気ない会話から出てきた言葉であったと
は思いますが、私なりに「はっ」とし、一
瞬時が止まったように感じました。私は、
そういう言葉こそが自分に与えられた課題
だと受け止め、振り返るようにしています。
本当に一人よがりになってしまいがちなん
です。皆さんはどうでしょうか。

NPO法人フェルマータ
理事長 原 敏

ち ん ぶ ん



2020年11月14日「第19回フェルマータ祭り」が開催されました。

多くの方にお越しいただき、フェルマータ一同心より感謝申し上げ
ます。

会場のレイアウトや出し物も新型コロナ感染予防対策を取りながら
の実施に。例年であればイベントステージを設けて歌や演奏等も披
露していただいているのですが、今年は断腸の思いで取りやめとな
りました。限られた内容の中でも、皆様のご協力のもと大盛況の1
日となりました。特に今年は高槻市内で活動している他団体の皆様
にもご出店をしていただき、たくさんの方と交流を深めることがで
きました。

なちゅらの飲食ブースでは「唐揚げ、フランクフルト、焼そば、炊
き込みご飯、豚汁、お茶」がセットになったお得な内容を今年もお
もてなし！「美味しい、お腹いっぱい！」と、とても大好評でした。

物販ブースには、おなじみのクリームはちみつやハーブティーに加
えて沖縄産ローゼルやバタフライピーの茶葉が登場。卓上を華やか
に彩ったのは、なちゅら特製の洋菓子やローゼルジャム！ここでし
か買えない特別なラインナップに多くの方が喜ばれました。

第19回フェルマータ祭り開催！TOPIC  1



フェルマータ
川柳大会

又君に 恋愛してる 我が妻よ

有難う 感謝の気持ちが 溢れ出る
フェルマータ祭りでメン
バーさんからの川柳を展
示しました。特別賞に輝
いた一句をご紹介！

ワークショップWith
焼菓子（クッキー、フィナ
ンシェ、洋風あんぱん）マ
スク、レジンアクセサリー

コモンズ・ハート
軽トラックでの移動販売

パウンドケーキ
リサイクル品

エフリオン
デザインＴシャツ、トー
トバッグ、レジン、ワイ
ヤークラフト、ミサンガ

芥川事業所
はにたんクッキー

ハンドドリップコーヒー

やまと茶房
オリジナルメモ帳

ジュース
オリジナル本

フェルマータ・
メンタルクリニック

手作りはにわ
アクセサリー、ノート、

ポストカード

かわいい手芸品はメンバーさんオリジナル作品。ストラップ、シュシュ、髪留め、リースな
ど丁寧に作られた品物は使う度に心も温かくなります。掘り出し物がわんさか！のバザー
ブースには知る人ぞ知る品物が実は販売されていたりで楽しく賑わいました。
ご来場いただいたみなさま、どうもありがとうございました！

“ワクワクする商品
に心躍るクマ！！”

ご出店内容をご紹介
します。ご参加あり
がとうございまし
た！



芥川事業所

明星福祉会では、高槻市のマス
コットキャラクターはにたんの
クッキーを製造しております。
これまで、イベントでの販売が
はにたんクッキーを広く知って
もらう絶好の機会でありました。
しかし現在のコロナ禍の状況に
おいて、予定されていたイベン
トは軒並み中止となり販売機会
を失っていました。そのような

時に、今回フェルマータ祭が開
催され、参加できたことは本当
にありがたいことです。当日は
天候にも恵まれ、参加した利用
者さんも久々のイベントでの販
売を楽しんでおられました。今
回初めてドリップコーヒーの販
売にチャレンジしました。販売
を通じて、たくさんのお客さん
にも喜んでもらうことができた

ことは、我々にとっても嬉しい
ことでした。

やまと茶房は2016年開
所のまだ新しい就Ｂ事
業所です。フェルマー
タさんと同じ喫茶業務
の為、開所前から原理
事長に大変お世話に
なっております。いつ
も本当にありがとうご
ざいます。
今年度は有難いことに
お声がけくださり、11
月のフェルマータ祭り

に出店参加させていた
だきました。私を含め
職員も祭りへの参加経
験も乏しく、現地では
ご迷惑をおかけしたこ
とも多々あったかと思
いますが、コロナ対策
なども丁寧にご指導い
ただき、仲間スタッフ
も（愛犬も！）安心し
て楽しんで参加できま
した。「また来年もす

るかな？」「行きたい
な！」と仲間からたく
さんの声が挙がってい
ます！
“ほどよく”は全体のバラ
ンスを把握しながら調
整をかけていく難しい
ことだと感じています
が、お祭りでいきいき
はたらかれている皆さ
んの姿を見てやはり大
切なことだな、と改め

て学ばせてもらいまし
た。今後共宜しくお願
い致します！

昨年はフェルマータ祭に出店参
加させていただきありがとうご
ざいました。
参加メンバーからはフェルマー
タの料理がおいしかったと特に
唐揚げやかやくご飯絶賛でおな
か一杯食べたとの感想でした。
また、昔懐かしい人と会えたこ
とや、他の事業所の人や犬とも

交流できたことなど皆それぞれ
楽しく過ごせたようです。ス
タッフからもフェルマータの
方々が出店に際し電源や駐車場
その他諸々の手配を丁寧にして
いただき感謝していますとの声
が上がっていました。

参加できる事業所が増え多く
の人が楽しめる場に今後もなっ

ていくように一緒に身体と頭を
使いたいと思っていますのでよ
ろしく!!

やまと茶房

ワークショップWith

私達の事業所はシフト制で午前
と午後で出店の売り子のメン
バーを分けて、参加しました。
私は午前は事業所で待機し、現
地に着いたのは正午過ぎでした。
コロナ禍での開催だったので、
感染対策が気になりましたが、
注意喚起するポスターが壁など
に貼られていたり、検温もしっ
かりとされ安心した心持ちで参
加をすることができました。

去年のフェルマータ祭りには、
見学のみでしたが、今回はいく
つかの事業所が合同で開催され
たことで、いろんな場面で交流
が生まれたことが良かった点で
はないかと思いました。他の事
業所の商品や売り子としてのス
キルを見て、各々が刺激を受け
ていたと思います。

あとはお祭り特有の「懐かし
い顔に会う」ことは、コロナ禍

において一番の喜びだったので
はないでしょうか。
今年こそは大規模な祭りを開催
したいですね。

エフリオン〈fLion〉

ご参加いただいた団体様からのメッセージ



フェルマータ自立サポートセンター ／ 責任者 川原 稔

2020年は1月に中国（武漢）で発生した原

因不明のウィルスが西欧や北米をはじめ全
世界に拡大し甚大な被害を起こしました。
一方日本では、2月6日の「ダイヤモンドプ
リンセス号」（横浜港への入港と乗客に対
する船内待機）のコロナ報道に始まり、4月
7日の緊急事態宣言の発出以降、国内外への
移動制限や様々な行事やイベントが自粛に
より中止となりました。
社会経済活動は業種により様々な制限があ
る中でも動いており、私たち福祉事業所は
医療機関と同様に、継続した運営を社会的
使命として今日まで休まずに稼動していま
す。
この1年間のフェルマータの事業運営では、
自立サポートセンターはコーポ2棟（集合住
居）に居住する入居者や近隣に居住するメ
ンバーへの生活支援とよすみサロン（喫
茶）での食事提供を継続してきました。幸
いにも入居者やメンバーの中にコロナ感染
者の発生はなく、皆さん健康に過ごされて
います。

よすみサロン（喫茶）の運営における食事
提供は、お盆に載った温かいご飯とおかず、
汁物をテーブルに座って食べるのが通常で
すが、社会全体の感染者増加の影響もあり、
テイクアウト（弁当）方式を続けることを
余儀なくされています。

しかし入居者やメンバーの多くは、コロナ
禍以前のように「サロン（喫茶）の中で
ゆったりと温かい食事を早く食べれるよう
になりたい。」という声が多く聞かれます。
このような状況を鑑みるに、私たちはコロ
ナ禍以前の普通に出来ていた生活様式がな
んと自由でなんと華やかなものであったか
を改めて実感することができると思います。
政府が提唱する「新たな生活様式」＝「マ
スクを常時必要とする生活」が早く終息し、
コロナ禍以前の「通常の生活様式」＝「マ
スクを常時必要としない生活」に、地球上
の全人類が一日でも早く戻れることを願う
ばかりです。

「１人暮らしを始めたいけど、フェルマータ自立サポー
トセンターでは具体的にどんなサービスを受けられるの
かを体験したい｣｢どんな部屋で生活するのか実際に住ん
でから決めたい｣｢病院や施設を退院して一人暮らしをす
る予定だけど、出来るかどうか不安｣などのご要望を受け
て、このたび体験宿泊室がオープンします。

実際の一人暮らしを想定して、冷蔵庫・洗濯機・IH調理
器などの家電、折り畳み式ベッド、パソコンデスクなど
を完備。住居前にあるサロンでの食事もご利用いただけ
ます。自炊も可能ですので一人暮らしのイメージ作りに
お役に立てください。

【宿泊費】 1泊 2,500円（連泊可）
＊サロンで食事をご注文の場合、食事代が必要となりま
す。
＊洗濯洗剤、化粧品類などは常備しておりません。ご自
身でのご用意となります。

フェルマータに体験宿泊室を開設します！

【お問合せ】
フェルマータ自立サポートセンター（担当：川原、島田）



調理室か
らの火災を想定しての消防訓練。
避難中も落ち着いて行動できま
した。日常ではなかなか使用す
る機会の無い消火器の練習も実
践しました。もしもの時も備え
あれば憂い無し！ 自家製の
豆で今年も豆まき。たくさんの
福を招き入れました。

フェルマータ

TIMELINE

2020.1
消防訓練

2020.2.3
節分

2020.2.15
もちつき大会

2020.7.7
七夕・ところてん
振る舞い

2020.8
たこ焼きパーティー

2020.10
「こさえたん通信」
掲載

2020.10.23～24
しみず温泉研修旅行

2020.11.14
フェルマータ祭り

つきたて！もちつき大会

フェルマータ・グループ一同が集まって大盛況になったもちつき大
会。「よいしょ！」「そーれっ！」と杵を振り下ろす姿はみなさん
かっこいい！自分のついたおもちが出来上がるのは喜びも美味しさ
もひとしお。きなこ、みぞれ、えび、あんこ等、味付けもたくさん
ありました。ほっと温まるぜんざいもとっても大人気でした。

新しい目印が誕生！
フェルマータご利用者様のデザイン
が看板になりました。壁面に取り付
けられています。お越しになられた
際にはぜひチェックしてくださいね。

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｅ

Ｃ

Ｄ Ｅ

Ａ Ｂ



フェルマータ

TIMELINE

新型コロナで
自粛生活が続く中、
「少しでも楽しい
気持ちになっても
らえたら！」と、
看護師さんの発案
で手作りのところ

2020.12
サッカー観戦

2020.12
クリスマスランチ

2021.1.4
初詣（三輪神社、五
百住神社）

てんやたこ焼きを振る舞いました。「美味しい！ありがとう」と皆さ
まに喜んでいただきました。

クリスマス会に変わってスペシャルランチメニューが登場しまし
た。ミートローフ、エビフライ、唐揚げ、エビピラフ等の豪華メ
ニューに加えて、手作りクッキーやドライフルーツ、そして手書きの
クリスマスカードも。 ガンバ大阪VS清水エスパルスの試合観戦に行
きました！間近で見る迫力に、一同大興奮！ 初詣と戎参りに参拝。

「素敵な一年になり
ますように」と祈念
しました。 なんば
マルイでハーブ
ティーの販売。たく
さんの方に手に取っ
ていただきました。

2021.1.9
戎参り

2021.1.18～24
こさえたんPOP UP 
SHOP@なんばマル
イ

Ｆ Ｇ

H I J

Ｆ Ｇ

ＨＩ

Ｊ

Ｌ

Ｋ

Ｋ Ｌ



訪問看護ステーション エチュード

コロナウィルスとは

コロナウィルスは重度のSARSやMARSと同じコ
ロナウィルスの仲間です。
人に感染するコロナウィルスはすでに6種類知ら
れています。
このうち4種類は一般的な風邪の原因となるウィ
ルスで人に日常的に感染し風邪の原因の10～
15％を占めます。残りの2種類がSARSやMARS
です。
コロナウィルスは遺伝情報としてRNAを持つ
RNAウィルスの一種で粒子の一番外にエンベ
ローブという資質からできた二重の膜を持って
います。ウィルスは粘膜に入ることができます。
しかし健康な皮膚には入れません。電子顕微鏡
で観察されるコロナウィルスは球形で表面に突
起がみられます。名前の由来は形態が王冠
（CROWN）に似ていることからギリシャ語で
王冠を意味する「CORONA」とつけられました。

感染経路

飛沫感染、接触感染が考えられています。一人
の感染から2～3人程度感染させると言われてい
ます。この数字は社会環境、感染者の行動など
によって変化します。潜伏期間は5日で最長14日
です。症状が強く現れるときに他者を感染させ
る可能性が高いと言われています。しかし
COVID-19では症状がみられない時期でも他者
に感染させる可能性があると言われています。
さらに高齢者になるほどウィルスの排出量が多
く他者に感染させる可能性が高いと言われてい
ます。
感染した人は身体的にもつらく、精神的にもつ
らい思いをしています。そのつらさは感染を経
験した人しかわかりません。

感染しないための予防策

【侵入させない】
＜手洗い＞
手を洗うタイミングは、外出から帰った後や、
食事の前、トイレの後など。よく泡立てた石鹸
で洗い残しがないよう、念入り（指の間、手首
など）に洗いましょう。水だけでもこまめに洗
うことが大切です。
＜うがい＞
外から帰ったらすぐにうがいをして、のどの粘
膜についたウィルスを洗い流しましょう。まず

は、口の中の「ぶくぶくうがい」続けて、のど
の「ガラガラうがい」の順にしましょう。
＜洗顔・入浴＞
ウィルスは目・鼻・口などから体内に侵入しま
す。帰宅したら、手だけでなく顔も洗う習慣を
つけましょう。また帰宅後、すぐに入浴すれば、
髪や首、脚などについたウィルスが、他に広が
るのを防げます。
＜マスク＞
感染予防はもちろん、人に移さないためにも着
用は欠かせません。また着用することで、鼻や
口を触りづらくなり、粘膜の乾燥を防いでウィ
ルスが侵入しにくい環境に整えることができま
す。マスクは不織布を使用しましょう。
＜密閉・密集・密接を避ける＞
寒くても、時々窓やドアを開け、換気を心がけ
ましょう。屋内はもちろん、屋外でも密集は避
け、人と人との距離を十分にとって、密接した
会話や発声も控えましょう。
＜除菌・消毒＞
照明などのスイッチ、ドアノブ、手すり、テー
ブルなど、普段からよく触るものは、消毒用ア
ルコールなどを用いて定期的に消毒しましょう。

【身体の内側から跳ね返す力を高める】
＜睡眠＞
質の良い睡眠は、バリアパワーを高めます。冬
場は寒さから寝つきが悪くなることもあるので
湯たんぽで寝床を温めるなど、スムーズな入眠
の工夫をしましょう。
＜適度な運動＞
適度な運動は、身体のバリア力を高めることが
わかっています。家の中にいることが多くても
ストレッチやスクワットなどで身体を動かしま
しょう。ただし激しすぎる運動は逆効果になる
ので注意。
＜身体を温める＞
体温が低いと、免疫細胞の働きが鈍ります。冷
え症の方は意識して身体を温めましょう。例え
ばバスタイムは湯船にしっかりつかる、食事で
は身体を温める効果のある根菜類をとるように
しましょう。
＜栄養＞
たんぱく質、ビタミン、ミネラルを摂りましょ
う。バランスの摂れた食事を心がけましょう。

新型コロナ感染を乗り越えていくための説明書



新型コロナウィルス感染の可能性がある場合
新型コロナウィルスに感染したと
思ったら

訪問看護ステーションエチュードをご利用の方
エチュードに電話してください

息苦しさ、強いだるさ、高熱など
強い症状がある

発熱や咳など比較的軽い症状がある

高齢者、妊娠中の方、基
礎疾患のある方（糖尿病、
心不全など）

その他の方

地元の診療所などのかかりつけ医へ電話相談
（相談先が無い場合は受診・相談センターへ℡）

検査の必要なし【検査】
相談先または都道府県から指定
を受けた診療所などで実施

入院・宿泊・自宅療養

陽性
自宅で安静
症状が良くならない場合は
再度受診・相談窓口またはか
かりつけ医に相談

すぐに

私は訪問看護ステーションエチュードで精

神科の作業療法士として勤務しています。
「地域での作業療法って何をするんです
か」とよく聞かれます。作業療法は生活の
しづらさを抱えた利用者さんと一緒に目標
を共有し、その人にとってしたい作業、す
る必要がある作業、周囲から期待されてい
る作業について対話を重ねていきます。
作業に焦点を当てた実践では、心身機能の

回復、維持、あるいは低下を予防する手段
としての作業の利用と、その作業自体を練
習し、できるようにしていくという目的と
しての作業の利用、およびこれらを達成す
るための環境への働きかけをおこないます。
作業療法では地域で生き生きとした生活が
送れるよう生活の困りごとに対して介入し
ます。あなたにとって夢中になれる作業は
何ですか。作業を通して人生を豊かに、そ
して一緒に作業を味わいましょう。

新しく作業療法士が入職しました

すぐに

症状が
続く場合

感染が疑われる

退院・療養終了

治療



医療法人 フェルマータ・メンタルクリニック

引きこもり・発達障害等 相談実施しています

2021年を迎え、早くも1ヶ月が経過しま

した。
2020年は世界中がコロナ禍で大変な年と
なりました。東京オリンピック等の多く
のイベントや大会が開催できずに大勢の
方が悔しい思いをされました。（当デイ
ケアからも出場歴がある国体も開催され
ませんでした）

また、自粛生活によって経済面への打撃
だけでなく、普段通りの生活からの変容
を求められたことにより精神的な負担に
繋がった人も多くいます。

感染の勢いは続いており、日本でも「医
療崩壊」が起きている状況です。精神科
医療にも少なからず影響が生じていると
感じます。この状況がすぐに収まるとは
考えにくく、感染予防対策を取りつつ、

十分な睡眠の確保、栄養のある食事、適
度な運動で免疫力を高めること、また、
一人一人が人に対する思いやりを持ち、
一丸となってこの危機的状況を乗り越え
る必要があると感じます。

フェルマータグループは感染予防対策を
取りながら、できる限り、今まで通りの
支援体制を維持できるように取り組みま
す。

厳しい寒さが続きますので、くれぐれも
お身体にお気をつけてお過ごしください。
皆さまにとって良き1年となりますよう心
からお祈り申し上げます。

フェルマータ・メンタルクリニック
原 孝紀

＜診療内容変更点＞
月曜午後、金曜午前の診療を担当していました井上彩子先生が2020年12月末で退職とな
りました。月曜午後は「片田珠美」先生が担当することになりました。

月 火 水 木 金 土

午前 細澤 細澤 細澤 細澤

午後 片田 細澤 細澤 細澤 片田

夜診 岡本 細澤

【診療担当表】 <お問い合わせ先>
フェルマータ・メンタルクリニック
高槻市大畑町12-1プチプラザ摂津203
◆℡  072-696-8139
◆ホームページ
http://fermata-mentalclinic.com/
◆電話受付時間
月曜日から土曜日の9：20～18：00

ご本人、ご家族向けの個別相談を行っています。発達障害や引きこもり等の課題を抱えている方やその
ご家族を対象に、長年第一線で精神障害の地域支援に携わってきた理事長 原 敏が相談を承ります。

対面相談
月1度開催します（不定期）
開催日はお問合せください。
場所：北大阪心理カウンセリングルーム
(高槻市富田丘町3-12-301号室）

オンライン相談
ZOOMを使用して面談を行います。
ご予約確定後、面談開始までにお聞きしたメールアドレスにZOOM
ミーティングに必要な情報をお送りします。面談時間になりましたら
ZOOMにご参加ください。

【料 金】 60分／1回
初回 無料

２回目以降 5,000円（税込）
【お支払】 銀行振込

お申込先
072-661-7019（平日9:30～17:00）
072-661-7029
https://www.npo-fermata.com/

※オンライン相談の場合
お申込時に「相談希望日時・お名前・連絡先・メールアドレス」を
お知らせください。



2018年8月に入社しましたなちゅら目標工

賃達成指導員の櫻井と申します。
サラリーマンしか経験の無い私がフェル
マータにお世話になり約2年半が経ちました。
毎日が新鮮で初めてのことばかりですが、
これからもフェルマータの歯車の一部にな
れるように頑張っていきたいと思います。

さて、10月23日に和歌山県のしみず温泉に
先発後発に分かれ１泊2日の研修旅行に
行ってきました。

日中のなちゅら活動しか見たことが無かっ
たのですが、食事の仕込み・配膳・後片付
け・布団の上げ下ろし等、協力しながら作
業され、普段なら絶対に見れない彼らの行
動を目にし、新たな姿を発見し感心させら
れました。

しみず温泉研修旅行TOPIC  2

全員で調理したバーベキュー、海鮮づくし
の味は忘れられない味となりました。

一緒に温泉につかり一緒に食事し道中の車
内でプライベートな話をしたりして、今ま
で以上に一体感となり団結力が生まれ色々
と教えられた研修旅行となりました。

これからはメンバースタッフ全員参加を目
標とし恒例行事として毎年参加させていた
だきたいと思います。

リニューアル
ふるさと納税
令和3年2月より高槻市の“ふるさと

納税”が大きくリニューアルしました。
従来の「ふるさとチョイス」に加え
て大手販売サイトにも順次掲載され
ます。なちゅらのハーブティーもふ
るさと納税限定セットを掲載中。お
見逃しなく！！

「ふるぽ」「ふるさとチョイス」



編集・発行元 特定非営利活動法人 フェルマータ

〒569-0811 大阪府高槻市東五百住町1-38-13
TEL : 072-661-7019 FAX:072-661-7029
Mail：info@npo-fermata.com
ホームページ https://www.npo-fermata.com
Facebook https://www.facebook.com/npo.natura/

ＮＰＯ法人フェルマータ「なちゅら」のfacebookも絶賛更新中！
毎日の活動の様子をご覧いただけます。みなさまの「いいね！」お待ちしております。

リピート必至のなちゅらのお
弁当。おかげさまで大好評で
完売する日が続いています。
ぜひお召し上がりください。

なちゅらメンバーさんに聞きました！
「2021年の抱負」

なちゅらのお弁当

◆高槻市役所 食堂
毎週木曜日
11時45分ごろ～12時45分
※無くなり次第終了
お弁当各種 500円

手作りマスク販売中
なちゅらオリジナルのマスク
がお買い求めいただけます。
世界にひとつだけのマスクで
す。ビビッときたらお見逃し
無く！

◆ふれ愛たかつき
高槻市城北町2-1-18
ミング阪急高槻内2Ｆ

（営業日） 月～金
（活動時間）10：00～18：00


