
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レクバレー  9月 23日（日） 
八幡浜市民スポーツセンターで

行いました。あいさつや自己紹介を

行った後、ランニングで体を温め、

体操で体をほぐし、パス回しやサー

ブ練習と毎回のメニュ－をこなし

ました。その後、「1，2，3」で相手

コートに返す練習をし、2 チームに

分かれて試合を行いました。 

語ろう会  9月 26 日（水）チキンカツカレーを

作りました。とはいっても、チキンカツは「美味しい」

と評判のＡコープで揚げて頂いたものを買ってきて

乗せるだけ～☀なので、カレーを一生懸命協力して作

りました。評判通り、揚げたてサクサクでボリューム

があり、作ったカレーをかけて食べると、満腹！残す

人も居るくらい!!!午後からは、社協さんや保健師さ

んとの学習会の振り返りをしました。皆さん勉強にな

った、また来て欲しい、外部の方との交流にもなると

の声が聴かれました。また、企画していきますので、

関係機関の皆様、ご協力をお願い致します♪ 

産休・育休から復帰し

ました櫻田です！支援セ

ンターで再び皆さんと楽

しい時間を過ごせること

を楽しみにしています☆

よろしくお願いします♪ 

はまかぜさん 10月 2日（火）

午後、はまかぜさんが来られ、利用

者さんとの交流を図られました。次

回は 11月 5日（月） 

15時半からです！ 

沢山のご参加を 

お待ちしております！ 

レクバレー 10 月 7 日(日)

八幡浜市民スポーツセンターに

着くと、ボランティアグループは

まかぜの方に会い、体力測定のお

声掛けがありました。座位体前屈

や反復横跳び、握力検査等、学生

時代以来の測定なので、何十年か

経った今、基準値に当てはまって

いるか「結果が知りたい！」とワ

クワクドキドキしながら、準備運

動を兼ねてみんなで取り組むこ

とになりました。普段使わない筋

肉を使いました（笑） バレーは

サーブ練習からスタート！前回

同様「1，2，3」で相手コートに返

す練習をした後、ミニゲームをし

て終了しました。 

メンバーミーティング 
 10 月 7 日（日）今回、初めての方

もおられ、多くの方が参加されまし

た。センターではおしゃべりができ

るのが良いと他者との交流の場に

なっていることを確認しました。 
 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538631328/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL21hdGVyaWFsc296YWkyMjIuYmxvZy5mYzIuY29tL2Jsb2ctZW50cnktMjQuaHRtbA--/RS=^ADBw4W5pOyQcQ_Rh7WRUbifZcQ8WqI-;_ylt=A2RinFUgVbRbqCYAaC8dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1487990704/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaXR5Lm9tdXRhLmxnLmpwL2tvdWhvdS13ZWIvMTEtMDMtMDEvaW1hZ2VzL3QxMF8wMS5naWY-/RS=^ADBZdP_D2.lksbhb0gFSB7O1IywPfI-;_ylt=A2RCL5gvnq9YCT0ASBEdOfx7


※お知らせ：各活動の登録は 11月 1日より受付いたします。※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

 

25 26 27 28 29 30  

色つきの日は閉まっています。色なし(白)

の日は開いています。※は時間閉所有。 

※参加にはセンターの利用登録が必要です。※ 
お申込みは支援センターくじら 

（TEL：0894-24-6750）まで♪ 

※重要※  警報等発令された場合、身の安全を一番に確保して頂く為、予告なく 

閉所もありえますので、予めご了承ください。 

女子会 

スポ活 
はまかぜさん 

15 時半～ 

レクバレー 

語ろう会 

※10 時～14時  

閉所 

茶話会 

 

ピアカウンセリング 
 10 月 7 日（日） センターのピアカウンセリングは、出た話題を他には話さない約束が守

られる。悩みや思いをこの会でなら話せる。安心できる会です。他の人の意見が聴ける、ざ

っくばらんに話が出来る等の感想があり、定着しています。是非、一度参加してみませんか？ 
 

スポ活 
 10 月 12 日（金）前回のバッティングセンターで、「行きたかった！」との声が多数聞か

れたので、今回も張り切ってバッティングセンターへ行ってきました！が…なんと営業ラン

プがついていない！よく見るとシャッターも閉まっている…(・.・;)さて、どうしたものか

（汗）色々な提案の中から皆で選択して決定したのが、卓球をすることになりました。勝ち

と負けのトーナメント戦で楽しみました。次回こそバッティングセンターへ行きます♪ 

 女子会   10月 13 日（土） 

 ムーンラビット第 4 回は、しま

むらへ買い物に行きました。買い

たい物を決め、いざ!!しまむらへ。

店員さんにお願いして下着のサイ

ズ、ズボンのサイズを測ってもら

い自分にピッタリの物を購入した

方、皆で見立てて選んだ方、冬に

向け、おしゃれな服や小物を購入

した方、それぞれが楽しくショッ

ピングを満喫しました♪ 

 14時まで閉所 

障害者スポーツ

大会 プレ大会 

卓球 

ピアカウンセリング 

メンバーM･T 



支援センターくじらでは、

※俳句、短歌、詩、読書感想

文・生活の中での知恵・工夫・疑問・絵、写真（風景画）

などなど※ 掲載してみたいな～、とお考えの方は、支

援センターまでご相談ください♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 参加 をするためには、支援センターの 登録 が必要です。お申込みは支援センターくじら

まで♪TEL：0894-24-6750 
 

※  お知 らせ ： 各 活動 の登録 は 1 1 月 1 日 よ り受 付 いた し ます 。 ※ 

ＴＥＬ：０８９４－２４－６７５０ 

ＦＡＸ：０８９４－２４－６６７０ 

メール center.kujira@kujira.or.jp 

 募集中 

※活動申し込みをされるときには、他の予定がないかよく確認をして 

キャンセルのないようにお申し込みください。

※ 

メンバーミーティング 

日時：平成 30年 11月 17 日（土）9 時～

場所：支援センターくじら

茶話会   八高文化祭へ行ってみよう！ 

日時：平成 30年 11月 3日(土)10 時～12時頃   

開催場所：八幡浜高等学校 

集合場所：支援センターくじら  

費用：自己負担   定員：７名（先着順）  

申込み締切り：11月 2 日（金）17時まで  

 

 

レクバレー 

日時：平成 30年 11月 3日（土）14 時～16 時    

場所：八幡浜市民スポーツセンター 

準備物：体育館シューズ・タオル・水筒  

運動の出来る服装でお越しください。 

申込み締切り：11月 2 日（金）17時まで  

※送迎が必要な方は申込時にお申し出ください※ 

次回：体育館の都合により決まり次第連絡します。 
「はまかぜさん」が来ますよ～ 

日時：平成 30年 11月 5日（月）15 時半頃～  

場所：支援センターくじら 

※指定時間がないため自由に出入り 

可能です。お気軽にご参加ください！！※ 

スポ活 リベンジ！バッティングセンター 

日時：平成 30年 11月 9日（金）10 時～12 時   

場所：保内アニマル 

集合場所：支援センターくじら 

参加費：自己負担  定員：7名様（先着順） 

※飲み物持参でお願いします！   

申込み締切り：11月 8 日（木）17時まで  

日時：平成 30年 11月 24 日（土） 

10時～13時頃 

場所：支援センター 

参加者：ムーンラビットのメンバー 

参加費：自己負担  

申込み締切り：11月 22 日（木）17時まで 

女子会 ～第 4弾～「ムーンラビット」 

 

語ろう会  ミートスパゲティ 

日時：平成 30年 11 月 28日（水）10時～14時  

場所：支援センターくじら  参加費：400円  

対象者：一人暮らしをされている方、 

考えられている方で継続できる方     

定員：８名（先着順） 

申込み締切り：11月 26 日（月）17時まで    

ピア・カウンセリング 

日時：平成 30年 11月 17 日(土)10時～12時  

場所：支援センターくじら   

参加費：50 円  定員：６名様（先着順）  

申込み締切り：11月 15 日（木）17時まで  
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