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　今年は雪の当たり年のようです。相模湖は山、坂が多く車が道路で往生すること

もしばしば。その度に通勤や通所に四苦八苦しています。2月は比較的研修や勉強

会が頻繁に開催される季節。思わぬ渋滞やダイヤの乱れに足元をすくわれぬよう十

分時間にゆとりを持って行動したいものです。それはそうと湖畔を望む公園の雪景

色は絶品です。

1月11日

もちつき大会

1月14日

成人の日は大雪でした



　　　　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　２月23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　２月14日（木）

　　　　　28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

““““バレンタインバレンタインバレンタインバレンタイン

　　　　　　　　　　　　手作手作手作手作りりりりチョコレートチョコレートチョコレートチョコレート””””

日時　2月8日（金）13:00～

費用　300円

申込みはセンターまでお願いします

利用対象者

　プログラム利用登録者

　生産部門登録者

　　　　　　　　　　　　陶芸体験陶芸体験陶芸体験陶芸体験

“藤野芸術の家”で陶芸を体験しましょう

　日時　2月22日（金）

　　　　センター発　12:45

　　　　センター着　15:20

　費用　700～1,000円

　バスで移動します

　申し込みはセンターまでお願いします

　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　２月15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



22日

(金)

　しょうが焼どんぶり

　みそ汁　サラダ(おひたし)

25日

(月)

　とんかつ

　みそ汁　酢の物

☆食事1回300円

　前日、午後5時までに予約してください。

　豚もやし

　ポテトサラダ　みそ汁

15日

(金)

26日

(火)

　マーボ豆腐

　白菜のたまごとじ

19日

(火)

18日

(月)

　豆腐ステーキ(きのこあんかけ)

　ほうれん草とシメジの

　　　　　　　おかかしょうゆ

　とり肉の香味だれ

　みそ汁　サラダ

　豚とアスパラ味噌炒め

　白菜とツナの

　　　　めんつゆゴマサラダ

12日

(火)

８日

(金)

　シチュー

　しめじとハムの中華マリネ

　いなり　からあげ

　菜物の煮びたし

　すき焼き風煮

　みそ汁　つけもの

4日

(月)

　塩だれ豚

　みそ汁　サラダ(おひたし)

５日

(火)

1日

(金)

２２２２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
ピアサポーター養成職員研修

日時　2月12日（火）15:30～

場所　緑センターやまのべ

講師　日本女子大学人間社会学部

　　　　社会福祉学科　富田真奈美氏

ピアサポーター養成のための職員研修を実施

します。参加希望の職員の方は、2月10日ま

でにセンターまでご連絡ください。

　　2013　さがみはら

　　障害者就職面接相談会

日時　2月13日（水）13:00～16:00

場所　神奈川障害者職業能力開発校

　　　　相模原市南区桜台13-1

上記の日程で企業面接や就労援助相談が予定されていま

す。興味のある方はお問い合わせください。

問合せ先　ハローワーク相模原　042-776-8609

　　　　相模湖地区

　　　　　　福祉のつどい

　　　　　　　　　　　　のお知らせ

日時　平成25年2月3日（日）

　　　　　12:00～16:00

会場　相模湖交流センター

内容

　第1部　ボランティア標語コンクール発表

　第2部　甲州ろうあ太鼓ライブ

　・東日本大震災被災地障害者施設製品販売

　・福祉用具展示会

　　　など盛りだくさん

　　　豆まきもあるよ！



（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

４:00～　職員会議 男子の会･女子の会

11 12 13 14 15 16 17

らくらく

４:00～　職員会議

パソコン広場

お茶会

18 19 20 21 22 23 24

音楽ｻｰｸﾙ

４:00～　職員会議 陶芸体験

25 26 27 28

らくらく

４:00～　職員会議

パソコン広場

（生産活動部門登録者）

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３

作業

作業

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業 男子の会･女子の会

11 12 13 14 15 16 17

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業･お茶会

18 19 20 21 22 23 24

作業 作業 作業 作業 作業

作業 ミーティング 作業 作業 陶芸体験

25 26 27 28

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業

2013年2月の予定表

お休みお休み

お休み

2013年２月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

お休み

建国記念日 お休み 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

9:30～15:20

お休み
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