
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7

４:00～　職員会議

8 9 10 11 12 13 14

らくらく ゲーム＆

トーク&トーク パソコン広場 DVD鑑賞

15 16 17 18 19 20 21

ゆかた

４:00～　職員会議 手話ｻｰｸﾙ お茶会

22 23 24 25 26 27 28

らくらく
音楽ｻｰｸﾙ

ぬりえ ４:00～　職員会議 パソコン広場

29 30 31

４:00～　職員会議

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業 作業

8 9 10 11 12 13 14

作業 流しｿｰﾒﾝ ＆ 作業

作業 たこ焼き トーク&トーク

15 16 17 18 19 20 21

作業 作業

手話ｻｰｸﾙ 作業・お茶会

22 23 24 25 26 27 28

作業 作業 作業 作業 作業

作業 拡大ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 作業 作業 作業

29 30 31

作業 作業 作業

作業 作業 作業

2011年8月号

〒252-0171　相模原市緑区与瀬1010-1　　相談電話: 042-684-3581　　事務用電話・Fax: 042-684-5010
E-mail: yamanobe@midoridai1-stc.net　　　URL:  http://www.midoridai1-stc.net

特定非営利活動法人湘北福祉会やまのべ
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緑センターやまのべ

相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター

お休み

2011年8月の予定表
9:30～14:45

　　フリースペース･･･開館日はいつでもご利用いただけます。

2011年8月の予定表
（一般・プログラム利用登録者） 9:30～18:00

お休み

お休み お休み

お休み 3:00～　全体
　　　　　職員会議

お休み

（生産活動部門登録者）

お休み

お休み

お休み お休み
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昼食

昼食
　夏祭りの太鼓の音や笛の音がどこからから聞こえ、海や川ではにぎやかな子ども
達の声が“夏”という季節に雰囲気を持たせます。
「暑いですねぇ」と汗をふきながらのあいさつも、なんだかすてきですね。
センターでも暑さよけの“緑のカーテン”が成長中です。ゴーヤにキュウリ、イン
ゲンを植えました。少しでも節電に協力です。
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　緑第一障害者地域活動支援センターの愛称が決定しました。

利用登録者の方から多数の案が寄せられましたが、緑またはみど

りに因んだもの、やまのべに関連したものが圧倒的に多くこれら

を踏まえて愛称募集を企画する会事務局で選考会議を開いた結果

『緑センターやまのべ』と決定させていただきました。
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夏　期　休　暇

夏本番！！
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センターセンターセンターセンターのののの愛称決定愛称決定愛称決定愛称決定！！！！！！！！

ミニゴーヤミニゴーヤミニゴーヤミニゴーヤ付付付付きのきのきのきの花花花花がががが
　　　　　　　　咲咲咲咲きだしましたきだしましたきだしましたきだしました♪♪♪♪
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16日
(火)

2日
(火)

31日
(水)

30日
(火)

　カニカマのあんかけ豆腐
　マカロニサラダ
　みそ汁

12日
(金)

　みんなでピラフ！
　むし鳥のサラダ
　スープ

　サラダうどん
　デザート

3日
(水)

　生姜焼き
　ゆで野菜サラダ
　みそ汁

　カツ丼
　つけもの
　みそ汁

☆食事1回300円　前日、午後5時までに予約してください。

　流しそうめん
　たこやき　　　食事代　500円

24日
(水)

10日
(水)

23日
(火)

9日
(火)

　みんなでお好み焼き！

　ドライカレー
　野菜たっぷりサラダ
　スープ

　マーボナス
　オクラのチーズのせ焼き
　みそ汁

　肉だんごの甘酢あんかけ
　しめじとレタスの和風サラダ
　スープ

８月の昼食メニュー

プログラムプログラムプログラムプログラムのごのごのごのご案内案内案内案内 センターセンターセンターセンターからのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ

　音楽サークル

日時　8月27日（土）毎月第4土曜日　10:00～12:00

楽器（キーボード、パーカッション、ハーモニカ、ピアニカ、リ
コーダー、歌･･･など何でもあり）
各自が自分の好きな楽器で楽しんでいます。音楽の先生のサポー
トもありますのでイベントなどでの発表にも楽しく参加できま
す。音楽の好きな人、ちょっとのぞいてみたい人、いつでも参加

自由です。お待ちしています。

利用対象者　プログラム利用登録者・生産部門登録者

♪

　成年後見制度に
　　　　ついての勉強会開催

緑第一センターでは下記の要領で成年後見制度に関す
る勉強会を企画しました。ご関心のある方は振るって
ご参加ください。

　日時　　8月30日（火）15:00～17:00
　場所　　相模原市立
　　　　　緑第一障害者地域活動支援センター
　対象者　福祉関係事業所職員
　　　　　障害者、高齢者のご家族
　講師　　相模原市社会福祉協議会
　費用　　無料
　申込先　相模原市立
　　　　　緑第一障害者地域活動支援センター
　　　　　　　　TEL/FAX　042-684-5010

　　      お茶会

　日時　8月19日（金）13:00～

　お茶の先生に点てて頂いた抹茶を頂きます。お
茶席の雰囲気を味わいたい方、茶の心を学びたい
方はどうぞご参加ください。

利用対象者
　プログラム利用登録者
　生産部門登録者

　　流しそうめんとたこ焼き作り

日時　　8月9日（火）10:00～

参加費　500円

竹を使った本格的な流しそうめんに挑戦！！
みんなで作って一緒に食べましょう。

電話予約受け付けてます。042-684-3581
　
利用対象者
　プログラム利用登録者・生産部門登録者

　ゆかたを自分で
　　　着てみましょう！！

日時　8月16日（火）13:30～

ゆかたの着方を体験してみませんか？
自前のゆかたを持ってきてください。
ない人でもセンターでお貸しすること
ができます。お問い合わせください。
　　　　　　　　042-684-3581
利用対象者
　　プログラム利用登録者
　　生産部門登録者

　　らくらく
　　　　パソコン広場

日時　8月11日（木）
　　　  　25日（木）
　　　13:00～15:00

申込締切　開催週の火曜日

利用対象者
　障害者手帳をお持ちの方

　研修生受け入れのお知らせ

8月8・9・10日の3日間、社会福祉体験研修
の研修者2名の受け入れをします。
ご協力お願いします

　　ゲーム大会＆DVD鑑賞

　日時　8月12日（金）13:30～

　みんなで一緒に楽しみましょう！

　利用対象者
　　プログラム利用登録者
　　生産部門登録者

　　トーク＆トーク

　日時　8月10日（水）13:00～

　研修生を交え
　昔のこと、今のこと
　あんなこと、こんなこと･･･
　みんなで話し合ってみませんか？

　利用対象者
　　プログラム利用登録者
　　生産部門登録者

　　大人のぬりえ

　日時　8月22日（月）15:00～

　ゆったりとした気持ちで絵に色をつけましょう。

　利用対象者
　　プログラム利用登録者・生産部門登録者

　楽しくできるかんたん手話

　日時　8月18日（木）13:00～

　楽しく手話を覚えましょう。

利用対象者
　プログラム利用登録者・生産部門登録者

♪♪


