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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

特定非営利活動法人湘北福祉会やまのべ

２０１３年８月１日発行

梅雨が明けたと思ったら猛暑続き。高気圧が太平洋に滞留し各地で豪雨が発生するなど

不安定な天気が続きますね。さて、作業のメンバーさんにとっては待ちに待った夏休み

もうレジャーの予定は決まってますか？　8月はさまざまな納涼祭りが各所で開催され

ます。予定のない人はそのどれかに参加するのも良いですね。楽しい思い出をぜひ一つ

は作りましょう。

ポケットさんと旅行

に行きました

マグロカツバーガー

おいしかった♪

天然石のブレスレット

すてきなプレゼント？

ができました

今年のセンターの

グリーンカーテンは

ももすだれです



　　　　音楽音楽音楽音楽サークルサークルサークルサークル

日時　８月24日（土）10:00～12:00

　　　　　　　　　　　毎月第4土曜日

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　　センター登録者

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

　　　　らくらくらくらくらくらくらくらくパソコンパソコンパソコンパソコン広場広場広場広場

日時　８月 ８日（木）　22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

　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 夏夏夏夏のののの思思思思いいいい出出出出

　　　　ピザピザピザピザ作作作作りりりり＆＆＆＆ディスコディスコディスコディスコ

　日時　８月15日（金）10:00～

それぞれオリジナルのピザ作りに挑戦しま

しょう。ヒップホップダンスは無理でもディ

スコダンスなら･･･

講師には前回ダンスの指導をしていただいた

先生に来ていただきます。

利用対象者

　プログラム利用登録者

　生産部門登録者

　　　　ピアピアピアピア・・・・セッションセッションセッションセッション

日時　８月９日（金）13:00～

利用対象者　ピア研修修了者

　　　　　　それ以外の方も

　　　　　　都合がつく方はOKです。

　　　SSTSSTSSTSST研修研修研修研修

場所　　緑センターやまのべ

日時　　８月27日（火）14:00～15:00

利用対象者　プログラム利用登録者

　　　　　　生産部門登録者

　　　　　※事前に申込をお願いします。

　

　　　　ドーナツドーナツドーナツドーナツ作作作作りりりり

　日時　8月22日（木）10:00～

　費用　300円

　利用対象者

　　　プログラム利用登録者

　　　生産部門登録者

　　　手芸手芸手芸手芸サークルサークルサークルサークル

　シリコンデコレーション

　日時　８月29日（木）10:00～

　費用　300円

　利用対象者

　　　プログラム利用登録者

　　　生産部門登録者

　　　　ギターギターギターギター＆＆＆＆パーカッションパーカッションパーカッションパーカッション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　によるによるによるによる集集集集いいいい

　ポップス好きよ集まれ！！

　日時　８月17日（土）13:00～

　利用対象者

　　　プログラム利用登録者

　　　生産部門登録者



30日

(金)

　豆腐もやしあんかけ

　ひじき煮

　低カロリーメニュー500kcal

☆食事1回300円

　前日、午後5時までに予約してください。

27日

(火)

26日

(月)

5日

(月)

19日

(月)

　流しソーメン

　手打ちうどん

23日

(金)

20日

(火)

9日

(金)

　厚揚げのテリヤキ

　パスタサラダ

　低カロリーメニュー500kcal

　マーボー豆腐

　ナスのみぞれポン酢

　ネギしゃぶポン酢

　豚キムチ

　高野豆腐とほうれん草のおひたし

　低カロリーメニュー550kcal

　キムチの冷製スパゲティ

　長いもなめ茸和え

　豚肉の粒マスタード炒め

　つるむらさきのナムル

6日

(火)

　とり肉のトマトソース煮

　心太もずくサラダ

８８８８月月月月のののの食事食事食事食事メニューメニューメニューメニュー

地域地域地域地域のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

湖上祭湖上祭湖上祭湖上祭でででで花火花火花火花火をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ

利用者さんを中心に、家族会、ボランティ

アを総動員して模擬店による販売をともし

びショップ青林檎で実施します。

※お客様は交流センターイベント参加者に

限定されます。

　　　　流流流流ししししソーメンソーメンソーメンソーメン大会大会大会大会

　　　　手打手打手打手打ちうどんちうどんちうどんちうどん実習会実習会実習会実習会

男の料理クラブによる手打ちうどんの体

験実習があります。

手打ちうどんとソーメンを昼食時に食し

ます。恒例の行事として人気抜群！！

日時　　8月9日（金）10:00～

参加費　300円

利用対象者　センター登録者



（一般・プログラム利用登録者）

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４

5 6 7 8 9 10 11

らくらく

流しｿｰﾒﾝ

パソコン広場

ピア･セッション

12 13 14 15 16 17 18

夏の思い出 　　　ｷﾞﾀｰ＆

４:00～　職員会議

ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝの集い

19 20 21 22 23 24 25

ケーキ作り

音楽ｻｰｸﾙ

４:00～　職員会議

パソコン広場

26 27 28 29 30 31

SST 手芸ｻｰｸﾙ 映画会

４:00～　職員会議

（生産活動部門登録者）

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４

5 6 7 8 9 10 11

作業 作業 作業 作業 流しｿｰﾒﾝ

作業 作業 作業 作業 ピア･セッション

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

作業 作業 作業 作業 作業 音楽ｻｰｸﾙ

作業 ミーティング 作業 作業 作業 お休み

26 27 28 29 30 31

作業 作業 作業 作業 作業 お休み

作業 作業・SST 作業 作業 作業 映画会

お休み

お休み

　　　フリースペース･･･開館日はいつでもご利用いただけます。

相模湖

湖上祭

お休み

2013年８月の予定表

お休み

お休み

2013年８月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

 ４:30～　　全体

　　　　職員会議

お休み

9:30～15:20

お休み

ｷﾞﾀｰ・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ

の集い

お休み

お休み

お休み

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

昼食

FSFSFSFS

昼食

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS
昼食

FSFSFSFS

昼食

昼食

FSFSFSFS

昼食

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFSFSFSFSFS

FSFSFSFS

昼食

FSFSFSFS

昼食

らくらく

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

夏夏夏夏 期期期期 休休休休 暇暇暇暇

FSFSFSFS

障害者を元気

にする


