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《行事予定》

月 日 曜 時間 場　所 行事内容

8 7 ㈫ 13:30～ 3Ｆ　福祉団体室 かざぐるま定例会

8 ㈬ 10:00～ どんでんどん 作業支援

20 ㈪ 10:00～ つぼみ 作業支援

23 ㈭ 10:00～ 花工房 食事会

28 ㈫ 10:00～ 総合福祉センター 運営委員会

29 ㈬ 10:00～ グルポ かざぐるまカレー

被災地および周辺地域の被害にあわれた皆様に

謹んでお見舞いを申し上げます。

一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。

酷暑が、今年はいつまで続くのでしょうか？

知らず知らずのうちに、疲労が蓄積する季節です。

無理をせずに、我が身をいたわりましょう。

8月はお盆、ご先祖様へのお参りをはじめ、

家族や友人たちとの

再会という喜びがある季節でもありますね。



平成30年　　　　賛助会員名簿

ご支援感謝申し上げます。

花咲会 十全ユリノキ病院 財団新居浜病院
上野　一郎 １A病棟 ・ディケア　

　「わかえだ」　3口住友　裕美 １B病棟
久保　絵美 2病棟

・薬局
河上　直也 3病棟
村上　美代子 5病棟 福壽　かおり　2口
安田　司保子 医療福祉相談室 槌谷　全泰
塩崎　由美 太田　純二 桧垣　亮
井上　智子 太田　恵理子 田中　辰平
乙島　律子 本藤　明子 野口　美乃里
青野　史典 田坂　麻紀 藤原　柚希
田畑　智子 高橋　真知 松本　晴美
田村　美菜都 小松　幸子 高橋　麻美
高橋　和栄 山田　留美 石本　辰代
高橋　奈月 濱田　裕也 古味　まゆみ
石上　美穂 矢野　幸男 今上　由雄
薦田　佳子 村上　育子 村上　大輔
山田　あゆみ 滝下　真弓 高橋　莉奈
宮内　玲実 合田　京子 小野　京子
村上　友香 大西　正文 秦　麻梨

寺嶋　ルミ子 越智　ゆり
村上　明良 由藤　孝子
野村　智美 平尾　里美

山内　浩子
柴田　祐介
新保　寛
佐々木　聖弥

家族会 白石　実希
薦田典子 曽我部　小百合
仙波　教夫 原　　佳美
馬越　真二 伊藤　弘仁
畑　　　実　　 伊藤　綾子
岡田　チヨコ 桧垣　亜由美
眞鍋喜代美 高科　美歩
日野　伊佐子 大野　勅博
日野　智子 片上　喜博
塩原　智子 松永　朋子

中野　全人
篠原　和博

（順不同） 船越　久美子



《わかえだ8月予定表》
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

絵画・風景画 合同ミーティング
所外レク

（グランフジ）
休み

新聞を作ろう！ 院内カラオケ
料理教室
（計画①）

5 6 7 8 9 10 11

一言作品 園芸 整容 川柳を作ろう！
料理教室
（実施①）

休み
軽スポーツ 映画鑑賞 アロマヨガ 近場へ散歩

カラオケへ
行こう！

12 13 14 15 16 17 18

健康チェック 音楽療法 ミーティング
お盆休み

図書館へ
行こう！

休み
栄養指導 身体づくり

料理教室
（計画②）

活字に
触れよう！

19 20 21 22 23 24 25

所外レク
（あかがねミュージアム）

院内カラオケ
　料理教室
（実施②）

自主活動
絵手紙を
作ろう！

休み
アロマヨガ

コミニケション
スキル

軽スポーツ 映画鑑賞 身体づくり

26 27 28 29 30 31

マイカレンダー 音楽療法 園芸 テーブルゲーム 整容

カラオケへ
行こう！

心理士枝廣さん
プログラム

手芸・工作 身体づくり おやつ作り

《グルポ8月予定表》 ・新居浜市高木町２-6　NTK ビル2階
・TEL/FAX   (0897)47-8677
・開所日：（月）～（土）　9時～17時（日祝休み）

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

昼食会 絵画 土曜日の集い
10：00～11：00

5 6 7 8 9 10 11

休み
海でスイカ割 夕食会 昼食会 絵画

休みりをしよう♪ ２０時まで開所 ミーテング
レクバレー

12 13 14 15 16 17 18

休み
（海　予備日） 外食 昼食会 絵画

19 20 21 22 23 24 25

休み
昼食会 夕食会 絵画 就労者の集い
カラオケ ２０時まで開所 10：00～11：00

13：00～14：30
26 27 28 29 30 31

休み
健康教室 ピアーサロン かざぐるま 絵画

10：30～11：30 カレー

月～金曜の下記の時間帯に作っています！
ぜひ食べに来てくださいね～♪（３０円～）
１０：００～１１：００
１３：００～１４：００
１５：００～１６：００
シロップは５種類！
（イチゴ、レモン、メロン、みぞれ、抹茶）
※８月末で終了です！！

　　　

午前

午後

開始時間：９：３０～買い物に行きます

場所：グルポ   費用：３００円

２７日（月）サラダうどん

普段お料理をしない方も、一緒に

作ってみませんか？

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後



月 日 曜 関係機関 場　所 行事内容 人数

5 21 月 かざぐるま つぼみ 作業お手伝い 5

24 木 かざぐるま 花工房 お食事会 4

29 火 かざぐるま
総合福祉センタ

ー
5月度運営委員会 6

6 11 月 かざぐるま イオンモール
イエロシート

キャンペーン
5

13 水 かざぐるま どんでんどん 作業お手伝い 3

18 月 かざぐるま つぼみ 作業お手伝い 5

20 水 かざぐるま グルポ かざぐるまカレー 6

25 月
保健センタ

ー

西条保健センタ

ー

社会復帰推進連絡

会
2

26 火 かざぐるま
総合福祉センタ

ー
6月度運営委員会 6

7 3 火 かざぐるま
総合福祉センタ

ー
定例会 8

5 木 花咲会 福祉センター2ｆ ふれあい交流会 3

11 水 かざぐるま どんでんどん 作業お手伝い 6

18 水 かざぐるま グルポ かざぐるまカレー 7

※活動報告書・掲載記事は毎月２０日までにお願いいたします。

☆ＦＡＸは片上（０８９７）３５－２２９３まで☆

かざぐるま通信の連絡先

新居浜市精神保健ボランティアグループ「かざぐるま」

代　表：　片上 美千子　TEL／FAX (０８９７)３５－２２９３

事務局：　小川 洋一　　TEL　　  (０８９７)４４－４０７８


