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2014年3月号

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
２０１4年3月１日発行

今年２度目の大雪には驚かされました。吹き滞りは1ｍを超す所も。この地区は除雪車が機能せ

ず路線バスも３日間運行停止のまま。利用者も通所できず、歩いてセンターまで来た2、3名と

職員が束になって必死に雪かきしました。おかげで節々が…。

そんな中で、ソチオリンピックでの葛西選手のジャンプは大感動。人間あきらめたり、年のせ

いにしてはイケないことがはからずも証明されました。

雪かきした山で
カマクラ作りました

生活教室

　2月は

　　俳句・川柳



　　　　　　　　　　　　SSTSSTSSTSST

　場所　　緑センターやまのべ
　日時　　3月4日 25日（火）14:00～15:20

　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。

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

　　　　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　3月22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

　　　　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　3月13日（木）　27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

　　　　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のののの集集集集いいいい

　ポップス好きよ集まれ
　ビートルズをやるぞ！！
　
　日時　3月22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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおおお菓子作菓子作菓子作菓子作りりりり
　　　　　　　　マドレーヌを作ります。
　
　日時　3月13日（金）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

カラオケカラオケカラオケカラオケ大会大会大会大会
場所　緑センターやまのべ

日時　3月28日(金)13：00～

利用対象者　プログラム利用登録者
　　　生産部門登録者

生活教室生活教室生活教室生活教室

場所　緑センターやまのべ
日時　3月8日（土）10：00～

参加費　300円
利用対象者　センター利用登録者
絵手紙を書きます。（軽食付き）

第第第第2222回回回回　　　　ピアサポートピアサポートピアサポートピアサポート養成研修養成研修養成研修養成研修

・3月1日(土)13:00～15：00
・3月7日(金)13:00～15：00

・3月14日(金)13:00～15：00
・3月22日(土)13:00～15：00

受講対象者　プログラム・生産利用登録者
＊日程は変更される場合があります

＊事前申し込みをお願いします。



10日
(月)

4日
(火)

25日
(火)

　　　ポケットさん
　　　　　　　　お食事会

24日
(月)

生姜焼き

ちらし寿司
かき揚げ

白菜と肉団子の煮物

ごろごろ野菜とひじきの煮物

7日
(金)

    鶏胸肉と玉ねぎの
                     バター醤油炒め

アジフライ

＊食事1回300円　前日の5時までに予約してください。

低カロリーメニューの日

31日
(月)

14日
(金)

野菜たっぷりトマト煮込み

18日
(火)

17日
(月)

28日
(金)

和風チャンプル厚揚げの中華煮

3333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

ピアグループピアグループピアグループピアグループ　ＰＳＹ～　ＰＳＹ～　ＰＳＹ～　ＰＳＹ～彩彩彩彩～～～～

3月15日（土）13：00～15：00
クッキー作り

ピアグループに何となく参加してみたい。

ピアに興味がある方。

お気軽にご参加ください。

申し込みが必要です。3月10日までに

「「「「緑緑緑緑センターセンターセンターセンターやまのべやまのべやまのべやまのべ　　　　042-684-3581」」」」

までご連絡ください

精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉のののの基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座

精神保健福祉の基礎講座を開催したいと思います

今回は医療現場の最前線で活躍されるソーシャルワーカー

お二人をお招きし、精神障害者のためのより良い支援の

ありかたなどを中心にお話して頂きます。

日時　平成26年3月11日（火）

　　　　　　　　　　13：30～15：30

場所　相模湖交流センター　研修室　２階

内容　「障害者支援における精神障害の理解と対応」

講師　新井山　克徳氏(駒木野病院　ソーシャルワーカー)

　　　相川　　文美氏(駒木野病院　ソーシャルワーカー)

申申申申しししし込込込込みみみみ締切締切締切締切　　　　３３３３月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））

緑緑緑緑センターセンターセンターセンターやまのべやまのべやまのべやまのべ　　　　　　　　℡℡℡℡　　　　042042042042----684684684684----5010501050105010今月のお茶会はお休みします。

リクエストお待ちしております。



（一般・プログラム利用登録者）

月 火 水 木 金 土 日

1 2

ピア研修

3 4 5 6 7 8 9

SST

４:30～　職員会議 ピア研修 生活教室

10 11 12 13 14 15 16

職員研修 マドレーヌ作り
４:30～　全体

職員会議
パソコン広場 ピア研修

17 18 19 20 21 22 23

４:30～　職員会議 ピア研修

24 25 26 27 28 29 30

SST 音楽ｻｰｸﾙ

４:30～　職員会議 パソコン広場 カラオケ ｷﾞﾀｰ&ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ

31

（生産活動部門登録者）

月 火 水 木 金 土 日

1 2

お休み 公民館祭り

3 4 5 6 7 8 9

作業 作業 作業 作業

作業･SST 作業 作業 ピア研修

10 11 12 13 14 15 16

作業 作業 作業 作業 作業

作業 職員研修職員研修職員研修職員研修 作業 作業 ピア研修

17 18 19 20 21 22 23

作業 作業 作業 作業

作業 拡大ミーティング 作業 作業

24 25 26 27 28 29 30

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業・SST 作業 作業 カラオケ

31

作業

作業

2014年3月の予定表

お休み

お休み

2014年3月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

お休み

振替休日

Ｂ＆Ｎ会
三溪園ツアー

ＰＳＹ～彩～
クッキー作り

お休み

9:30～15:20

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。

お休み

お休み

春分の日 お休み

お休み

お休み
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