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謹んで新春のお慶び申し上げます。
昨年は大変お世話になり

ありがとうございました。感謝申し上げます。
本年も宜しくお願い致します。

皆様方の、ご健勝、ご多幸を心より
お祈り申し上げます。

《行事予定》

月 日 曜 時間 場　所 行事内容

1 8 ㈫ 13:30～
総合福祉センター

１F　ミィティングルーム かざぐるま定例会

10 ㈭ 10:00～ つぼみ 作業支援

16 ㈬ 10:00～ グルポ かざぐるまカレー

22 ㈫ 10:00～ どんでんどん 作業支援（午前中）

24 ㈭ 10:00～ 花工房 食事会

29 ㈫ 10:00～ 総合福祉センター 運営委員会

2 2 （土） 11:00～ coop 三団体新年会

※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              090-7781-9938



《わかえだ 1月予定表》
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

休み

初詣

休み

映画鑑賞

6 7 8 9 10 11 12

休み

合同ミーティン
グ

音楽療法 整容
　料理教室
（計画①）

所外レク
（フジグラン）

休み

書初め（一言作品） 新聞を作ろう 院内カラオケ 川柳を作ろう おやつ作り

13 14 15 16 17 18 19

休み 休み

園芸 ミーティング
　料理教室
（実施①）

マイカレンダー作り

休み

クリーニングディー 身体作り 活字に触れよう カラオケに行こう

20 21 22 23 24 25 26

休み

健康チェック 音楽療法
　料理教室
（計画②）

院内カラオケ 整容

休み

栄養指導
　心理士枝廣さん
　　　プログラム

コミニケションスキル 映画鑑賞 近場へ散歩

27 28 29 30 31

休み

所外レク
（ケイズデンキ） 軽スポーツ

　料理教室
（実施②）

自主活動

カラオケに行こう！ アロマヨガ 活字にふれよう 身体作り

《グルポ 1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 5

休み 休み 休み
13時～16時
まで開所

10：30～お雑煮

13：00～ミ－ティング

13：30～絵画

6 7 8 9 10 11 12

休み

新年会（夕） 昼食会 絵画 土曜日の集い

19時半まで レクバレー 10：00～11：00

開所 15：30～16：30

13 14 15 16 17 18 19

休み 休み

かざぐるま 料理教室 絵画

カレー

20 21 22 23 24 25 26

外食 ピアーサロン 昼食会 絵画 勤労者の集い

10：30～11：30 10:：00～11：00

27 28 29 30 31

休み

夕食会 昼食会

19時半まで カラオケ

開所 13：00～14：30

午前

午前

午前

午前

午後

午後

午後

午後

　

・日時：４日（金）10：30～　随時

・場所：グルポ　　費用：無料

この日に来られた方に、

お雑煮をお出しします。！

ぜひグルポにお越しください♪

１日（火）　休み

2日（水）　休み

3日（木）　休み　１３時から１６時まで開所

4日（金）　～　通常通り

☆3日（木）に来られた方に

ささやかなプレゼントがあります。

午前

午後

年始のお知らせ



『いつかの涙を光にかえて』
　　　　　　　　　　　文：畑　奉枝　絵：半田正子

トイピアノを通じて統合失調症で

苦しむ兄との心のふれあいと

家族の再生の物語です。

悲しみとやさしさと勇気が

心の隅々まで届くすばらしい

絵本です。　　　　　　　

                                             　　C・T

今月のテーマ

【災害が起こったら・・・】
～準備はできていますか？～　　　　　　　

〇家族でできる自主防災について

〇病院ではどのような備えをしているの？　　

〇身近な避難場所ってどこだろう？ 
《日時》  平成31年1月17日㈭

《時間》13時30分～15時30分

《講師》 防災安全課　職員

《申込》 必要（お電話で簡単申込み）

《対象者》  当事者のご家族が対象です。

《場所》 新居浜市保健センター  
『お問合わ先』 ・保健センター　☎35-1070

誰もが弱い立場になる可能性があります。

私も、70歳を目の前にして切実に感じます。

これからも、周りに元気を頂きながら

ボランティア活動を続けて行きたいです。

まず、健康に注意して、

楽しく、明るく

一日一日を

大切にしたいと

思います。

平成が終わり、

新しい年号になる。

今年こそは、皆さんが

明るく、楽しく過ごせる

年になりますよう

頑張ってボランティア活動

をしたいと思います。

本年もどうぞよろしく

平成30年ありがとう、平成7年から23年間

みな様のお世話になりながら、元気に楽しく

「かざぐるま」に参加させていただきました。

人生いろいろありますが、ボランティア活動

ができたことは、私の生涯において、力とな

って生きてこられたように思います。

いつまで続くとかいい、

今後も宜しくお願い致します。

昨年は、大変お世話に

なりありがとうございました。

あけましておめでとう

ございます。皆様にとって

いい年になりますように。

「皺」が増えてきた。

「疲れた皺」から、一本・一本

「微笑みの皺」に

変えていきたい。

10年後には「微笑みの皺」



月 日 曜 関係機関 場　所 行事内容 人数

10 24 水 かざぐるま グルポ かざぐるまカレー 5

25 月 かざぐるま 山根体育館 ハートピック 6

27 土
県精保ボラ連絡協議

会
科学博物館 設立20周年記念大会 9

30 火 かざぐるま 総合福祉センター 10月度運営委員会 5

11 1 水 ボラセン 福祉センター第2研 Ｖ講座生と交流 4

1 水 かざぐるま つぼみ 作業お手伝い 4

14 水 かざぐるま どんでんどん 作業お手伝い 4

12 1 土 社協
市民文化センター

中ホール
新居浜市福祉大会 6

5 水 かざぐるま グルポ かざぐるまカレー 6

6 木 かざぐるま つぼみ 作業お手伝い 3

12 水 かざぐるま どんでんどん 作業お手伝い 4

♬　メロディアPKB(新居浜市）
私たちメロディアＰＫＢは、「音楽を通して地域を元気に、みんなを元気に！」をモット

ーに、新居浜市を拠点に活動する音楽グループです。2012年に、前身の「ＰＫＢの

歌はじめません会」として新居浜ボランティアセンターに在籍する市民団体として始

まり、2015年に「メロディアＰＫＢ」にグループ名を変更して今に至ります。現在のメン

バーは20代から80代で、ヴォーカル、ギター、ベース、カホン、ハーモニカで構成し、

海外（英語圏、シンガポール、韓国）から日本の古い曲まで音楽ジャンルは問わず、

子どもからお年寄りまで楽しめる音楽をめざします。


