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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５月１日発行

　薫風5月。青空に鯉のぼりのはためく、さわやかな季節となりました。先頃某TV局の

「アド街ック天国」で相模湖が紹介されました。普段住んでいる私たちには気付かない

魅力いっぱいの相模湖に、あらためて感じ入った次第です。その中で当センターの利用

者も働いているともしび喫茶「青林檎」の名物ダムカレーが紹介されました。放流！の

かけ声とともにいただくダムカレーは、是非一度試す価値があります。市内のみなさ

ん、是非お立ち寄りください。お待ちしております。

センターでは

こいのぼりが

元気に泳いでいます♪



　　　　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　5月25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　５月９日（木）

　　　　　2３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

　　　　　　　　　　　　そばそばそばそば打打打打ちちちち体験体験体験体験

日時　　5月2日（木）10:00～

参加費　300円

地域のボランティアさんが、自らの手で

育てたそば粉を使った、本格的なそば打

ちを体験してみませんか。

利用対象者

　　プログラム利用登録者

　　生産部門登録者

　    　  　    　  　    　  　    　  おおおお茶会茶会茶会茶会

　日時　5月17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

　　　　　　　　　　　　バーベキューバーベキューバーベキューバーベキュー大会大会大会大会

日時　　５月24日（金）10:00～

参加費　600円

外で食事をするのには良い季節になりました。

センターでもバーベキュー大会を企画します。

皆で用意したり食べたりとワイワイ、ガヤガ

ヤ、交流を深めましょう。

利用対象者

　プログラム利用登録者

　生産部門登録者

　　　手芸手芸手芸手芸サークルサークルサークルサークル

　日時　　５月31日（金）10:00～

　費用　　100円

　利用対象者

　　　プログラム利用登録者

　　　生産部門登録者



☆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

(月)

　炊き込みご飯

　ゆで豚の酢みそかけ

17日

(金)

　　　　バーベキューバーベキューバーベキューバーベキュー大会大会大会大会

　水餃子

　ごま和え

　春野菜の炒め物

　肉じゃが

7日

(火)

31日

(金)

　おろしツナスパゲッティ

　フライドポテトのサラダ

24日

(金)

21日

(火)

　きんぴら混ぜずし

　とりの照り焼き　おひたし

28日

(火)

20日

(月)

　豚肉のバンバンジー

　えびあぶ玉

13日

(月)

　ピーマンと肉の

　　　オイスターソース炒め

　生あげの含め煮

　唐揚げ　サラダ

　わかめごはん

10日

(金)

　酢豚　　からし和え

　ニラ豆腐のスープ

14日

(火)

　豚野菜巻き

　ふきの煮物

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

　　　SST研修・ピアサポート養成研修

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。

場所　　緑センターやまのべ

日時　　以下のとおりです。

　　＊ＳＳＴ＊ＳＳＴ＊ＳＳＴ＊ＳＳＴ研修研修研修研修

　　　①　5月7日（火）14:00～15:00

　　　②　　14日（火）14:00～15:00

　　　③　　21日（火）14:00～15:00

　　　④　　27日（月）14:00～15:00

　　＊＊＊＊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回目　5月11日（土）13:00～15:00

　　　4回目　5月18日（土）13:00～15:00

　　　5回目　6月1日（土）  13:00～15:00

　　　日程については変更する場合があります。

　　自主上映会

　　　「むかし Matto の町があった」

　　　　精　神　病　院　　　　　　地　域　　精 神 保 健　　　サ ー ビ ス

　～ Matto の町から Salute mentale territoriale へ ～

・日時　　６月30日（日）開場13:00　終了17:30

・参加費　1,000円

・場所　　あじさい会館ホール

主催

　相模原「むかし Matto の町があった」自主上映実行委員会

　「バザーリア映画を自主上映する180人のMattoの会」

「詩と絵画のコラボレーション展」

　　　　　作品大募集!!

・募集期間

　　３月31日（日）～６月30日（日）

・開催期間

　　12月５日（木）～８日（月）

・場所

　　相模原市民ギャラリー

・主催

　　詩と絵画のコラボレーション展実行委員会



（一般・プログラム利用登録者）

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５

そば打ち

6 7 8 9 10 11 12

SST らくらく

４:00～　職員会議

パソコン広場 ピア研修

13 14 15 16 17 18 19

お茶会

ピア研修

20 21 22 23 24 25 26

SST らくらく 音楽ｻｰｸﾙ

４:00～　職員会議

パソコン広場 バーベキュー

27 28 29 30 31

SST 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 12

作業 作業 作業 作業 お休み

作業･SSTSSTSSTSST 作業 作業 ミーティングミーティングミーティングミーティング ピアピアピアピア研修研修研修研修

13 14 15 16 17 18 19

作業 作業 作業 作業 作業 お休み

作業 作業･SSTSSTSSTSST 作業 作業 作業･おおおお茶会茶会茶会茶会 ピアピアピアピア研修研修研修研修

20 21 22 23 24 25 26

作業 作業 作業 作業 音楽音楽音楽音楽サークルサークルサークルサークル

作業 作業･SSTSSTSSTSST 作業 作業 お休み

27 28 29 30 31

作業 作業 作業 作業 作業

作業･SSTSSTSSTSST 作業 作業 作業 作業

　　　　　SST

 ４:30～　　全体

　　　　職員会議

　　フリースペース･･･開館日はいつでもご利用いただけます。

そばそばそばそば打打打打ちちちち

バーベキューバーベキューバーベキューバーベキュー お休み

9:30～15:20

みどりの日

お休み

こどもの日

お休み

2013年5月の予定表

お休み

お休み

2013年5月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

4/29の

振替休日

憲法記念日

振替休日
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