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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

　10月は地域イベントが盛り沢山でした。10日には“楽しくウォーキング”で

地域の方々と一緒に城山ダムを散策。21日はふれあい広場、28日にはやまびこ

祭りで共に出店参加し、生産活動のメンバーさんが販売活動に大活躍しました。

こうした地域交流イベントは少子高齢化、過疎化が続く旧津久井郡の中では地域

活性化に大いに役立っており、緑センターやまのべとしても機会があれば積極参

加していきたいと思います。

利用者さんの作品です



　　　　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　11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　11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

　　男子の会・女子の会

　　　　　　　　スポーツの秋！！　卓球大会卓球大会卓球大会卓球大会

　日時　11月16日（金）13:00～

　場所　緑センターやまのべ

　利用対象者　プログラム登録者

　　　　　　　生産部門登録者

　　　　　　　　日帰日帰日帰日帰りりりり旅行旅行旅行旅行

生産活動グループが中心になって

恒例の日帰り旅行を企画しました

日時　11月30日（金）

行先　箱根

　　　（生命の星・地球博物館他）

詳細はセンターへお問い合わせくださ

い。

　　　　　　　　詩画展見学詩画展見学詩画展見学詩画展見学

日時　11月10日（土）

センター集合　13:00

緑センターやまのべに集まった後、

電車で詩画展を見に行きませんか

交通費（電車代　1,000円程度）

　　　　書書書書をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ（（（（書道教室書道教室書道教室書道教室））））

　日時　11月20日（火）13:30～

　利用対象者　プログラム登録者

　　　　　　　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

(火)

　エビチリ

　サラダ

　ホワイトシチュー

　ほうれん草のソテー

13日

(火)

　すき煮

12日

(月)

16日

(金)

26日

(月)

6日

(火)

2日

(金)

20日

(火)

　白菜と肉団子の中華風煮

　サラダ

　かに玉

　サラダ

　中華丼

　ふろふき大根

　えびあんかけ

　厚揚げの中華風炒め物

　サラダ

5日

(月)

　ハンバーグ

　サラダ

19日

(月)

9日

(金)

　マーボー豆腐

　おひたし

　ロールキャベツ

　豆腐の野菜あんかけ

11111111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

ともしび喫茶｢青林檎｣

　　　　　　　　が一周年を迎えました

ともしび喫茶「青林檎」が昨年11月にオープ

ンして満1年になります。センターやさつき工

房の利用者がホールスタッフとして活躍してお

りますが、お陰様で地域の方々にも親しまれ利

用していただける機会も多くなりました。調理

を担当するボランティアさんも大いにハリ切っ

ています。

当事者会のお知らせ

｢みんなで語ろうIN TSUKUI｣

日時　11月23日（金）13:30～15:00

場所　津久井中央公民館

　　　　　　　（旧文化福祉会館）

テーマ　「薬の話」

　　　　「人とうまくつきあう方法」

参加資格　精神障害者当事者の方

※お茶とお菓子を用意してお待ちしています

　第2回

「緑センターやまのべ祭り」

12月8日（土）　開催！！

内容は実行委員会にて検討中

乞う　御期待！



（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

パソコン広場 詩画展見学会

12 13 14 15 16 17 18

４:00～　職員会議 卓球

19 20 21 22 23 24 25

書を楽しむ らくらく 音楽ｻｰｸﾙ

４:00～　職員会議

パソコン広場

26 27 28 29 30

日帰り旅行

４:00～　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。

（生産活動部門登録者）

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４

作業 作業

作業 作業

5 6 7 8 9 10 11

作業 作業 作業 歯科検診歯科検診歯科検診歯科検診 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 作業 作業 作業

12 13 14 15 16 17 18

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業 卓球卓球卓球卓球

19 20 21 22 23 24 25

作業 作業 作業 作業

作業 書書書書をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ 作業 作業

26 27 28 29 30

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業

2012年11月の予定表

お休みお休み

お休み

2012年11月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

 ４:０0～　全体

　　　　　職員会議

つくようつくようつくようつくよう祭祭祭祭 お休み

日帰日帰日帰日帰りりりり旅行旅行旅行旅行

勤労感謝の日 お休み

文化の日

お休み

お休み

お休み

9:30～15:20
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