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緑センターやまのべ

特定非営利活動法人湘北福祉会やまのべ
２０１4年5月１日発行

新年度が始まり移動に伴う引き継ぎや挨拶周りなどせわしない4月だったと思います。セン

ターにとっても新たな５ヶ年の指定管理のスタート年度でもあり、身を引き締めて事業に取り

組んでいかなければ…という思いであります。

ともあれ爽やかな季節の５月です。ゴールデンウィークの計画はもうお済ですか？羽をのばし

て日頃のストレスを思いっきり発散するのもこの時期です。センターでもいろいろな行事を計

画しているので、ぜひご参加ください。



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　5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　　センター利用登録者

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　　5月8日(木)13:00～15:00
　　　　　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

おおおお茶会茶会茶会茶会

日時　5月16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

　　　　　　　　ピアサポーターピアサポーターピアサポーターピアサポーター養成研修養成研修養成研修養成研修

　　①５月１日(木)
　　　　ピアグループ　「ユリアスユリアスユリアスユリアス」見学
　新百合ヶ丘のピアグループの活動の見学に行きます。
　

　　②５月10日(土)13時～
　　場所　緑センターやまのべ
　　ピアサポーター養成研修の最終日になります。

　　　　＊＊＊＊事前事前事前事前にににに参加申参加申参加申参加申しししし込込込込みをしてくださいみをしてくださいみをしてくださいみをしてください。

　　　　ピアグールプ セッションピアグールプ セッションピアグールプ セッションピアグールプ セッション
　　　　　　　　　　　　PSYPSYPSYPSY～～～～彩彩彩彩～～～～

　日時　5月9日(金)　14:00～15:00
　場所　緑センターやまのべ

　利用対象者　ピア研修修了者
　　　　　　　　研修を受けてなくても
　　　　　　　　時間の都合のつく方ＯＫです

　　　　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‼

　
　日時　5月24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

　　　　　　　　SSTSSTSSTSSTのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　場所　緑センターやまのべ
　日程
　　5月　13日(火)　20日(火)
　　6月　10日(火)　17日(火)　24日(火)
　時間   　14時～15時

　利用対象者
　　生産部門登録者・プログラム利用登録者
　　事前に参加申し込みをしてください



５月１９日(月)はかんたんお昼はお休みします30日
(金)

牛肉とブロッコリーの玉子炒め

26日
(月)

からあげ
わかめご飯

9日
(金)

20日
(火)

13日
(火)

春野菜の炒め物シラスと大葉のパスタ
23日
(金)

カレーうどん

☆食事1回300円
　前日、午後5時までに予約してください。

キャベツと鶏胸肉の甘酢炒め

チャーハン
マーボー春雨

12日
(月)

白身魚フライのあんかけ豚肉の粒マスタード炒め
27日
(火)

16日
(金)

5555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
ソフトボールソフトボールソフトボールソフトボール大会大会大会大会

日時　5月23日（金）13：00～
場所　相模湖与瀬グラウンド

運動不足の方‼ぜひ、ご参加ください。

運動靴・動きやすい服装できてくださ
い。

事前に参加申し込みをお願いします。

生活教室生活教室生活教室生活教室

日時　5月17日(土)10:00～
場所　緑センターやまのべ

参加費　300円

相模湖湖畔で写生をします。

　　　　PSYPSYPSYPSY～～～～彩彩彩彩～　～　～　～　バーベキューバーベキューバーベキューバーベキューのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　日時　5月19日(月)　10時～
　場所　藤野芸術の家
　参加費　2000円(交通費別途)

　当事者会のべーべキューです。
　お気軽にご参加ください

　買い物の都合のため
　5555月月月月12121212日日日日((((月月月月))))までに参加申し込みをお願いします。
　
　緑センターやまのべ
　　　　　　　　℡042-684-3581



（一般・プログラム利用登録者）

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4

ピア研修

5 6 7 8 9 10 11

らくらく

パソコン広場

12 13 14 15 16 17 18

SST
４:00～　全体

職員会議
ケーキ作り お茶会 生活教室

19 20 21 22 23 24 25

SST らくらく

PSY バーベキュー
４:00～　職員会議 パソコン広場 ソフトボール大会

26 27 28 29 30 31

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

作業

作業

5 6 7 8 9 10 11

作業 作業 作業

作業 作業 作業・ピア

12 13 14 15 16 17 18

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業･SST 作業 作業 作業

19 20 21 22 23 24 25

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業･SST 作業 作業 ソフトボール大会

26 27 28 29 30 31

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業 作業

こどもの日 振替休日

お休み

憲法記念日

　
４:00～　職員会
議

ふれあい広場
振替休日

お休み

お休み

お休み

　ピア研修
　　　最終日

みどりの日

お休み

お休み

音楽サークル
ギター＆

パーカッション

お休み

9:30～15:20

2014年5月の予定表

お休み

お休み

2014年5月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み
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