
相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター

　一気に春がやって来ました。大雪の年は桜の開花が早いとか。ところで世界は何やら騒々し

い。クリミア半島はロシア軍が占拠し欧米がはげしくブーイング。マレーシア航空のジェット

旅客機が客を乗せたまま失踪、いまだ行方不明。日韓、日中の関係は相変わらず冷え切ったま

ま。せめて国内では明るい話題を・・・と思ったのですが、何かありましたっけ。
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3月の生活教室

＊絵手紙＊



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　4月26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　４月10日(木)13:00～15:00
　　　　　24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　４月18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

　4月に予定していた研修は5月に変更になりまし
た。

　①５月１日(木)予定
　　　ピアグループ見学

　②５月10日(土)予定
　　　研修最終日

　事前に参加申し込みをしてください。

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

　日時　4月11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　4月26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

　＊4月より２グループに分かれて行います。
　　・1グループ　13:00～14:00
　　・２グループ　14:15～15:15

　場所　緑センターやまのべ
　日程
　　4月　8日(火)　15日(火)　22日(火)
　　5月　13日(火)　20日(火)　27日(火)
　　6月　3日(火)　10日(火)　17日(火)

　利用対象者
　　生産部門登録者・プログラム利用登録者
　　1クールなるべく出席ができる方
　　事前に参加申し込みをしてください

　2グループの方は5月よりビデオ撮影を
　　させて頂くことがあります



☆食事1回300円
　前日、午後5時までに予約してください。

28日
(月)

とんかつ定食

21日
(月)

春野菜カレー

25日
(金)

ピーマンの肉詰め

三色丼
22日
(火)

15日
(火)

8日
(火)

11日
(金)

7日
(月)

カラフルもやし炒め
14日
(月)

18日
(金)

豚肉のさっぱり大根おろしがけ
4日
(金)

1日
(火)

キャベツと豚肉の味噌炒め

ナポリタン
野菜サラダ

新じゃがの甘辛煮

マーボー豆腐

煮込みハンバーグ

❀❀❀❀おおおお花見花見花見花見❀❀❀❀

４４４４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
　　　　おおおお花見花見花見花見

ポケットさんが作って下さるお弁当をもって
相模湖公園で花見をします。

　　日時　　4月7日(月)12:00～
　　参加費　300円
　　利用対象者　緑センター登録利用者
　

4444月月月月5555日日日日までに
参加申し込みをお願いします。

　　　利用対象者　　生産部門登録者
　　　　　　　　　プログラム登録利用者

　　　　生活教室生活教室生活教室生活教室

日時4月19日（土）10：00～
場所　緑センターやまのべ
参加費　300円（軽食付き）

今回は、野菜・季節の花の苗植えをします。
何を植えるかは来てからのお楽しみです。

　　　　第第第第17171717回相模湖回相模湖回相模湖回相模湖やまなみやまなみやまなみやまなみ祭祭祭祭

日時　4月29日（火）
　　　　　　10：00～15：00
場所　神奈川県立相模湖公園

****たこたこたこたこ焼焼焼焼きをきをきをきを販売販売販売販売しますしますしますします*

利用対象者　生産部門登録者
　　　　　　　プログラム登録者



（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

４:00～　職員会議

7 8 9 10　ケーキ作り 11 12 13

らくらく

お花見 パソコン広場 PSY～彩～

14 15 16 17 18 19 20

SST

４:00～　職員会議 生活教室

21 22 23 24 25 26 27

SST らくらく

４:00～　職員会議 パソコン広場 お茶会

28 29 30

やまなみ祭

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

作業 作業 作業 作業

拡大ミーティング 作業 作業 作業

7 8 9 10 11 12 13

作業 作業 作業 作業 作業

お花見 作業･SST 作業 作業 作業・PSY～彩～

14 15 16 17 18 19 20

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業･SST 作業 作業 作業

21 22 23 24 25 26 27

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業･SST 作業 作業 作業・お茶会

28 29 30 1 2

作業 作業 作業

作業 作業 作業
やまなみ祭

お休み

　　　　　　SST
 ４:30～　　全体
　　　　職員会議

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み

やまなみ祭
振替休日

2014年４月の予定表

お休み

2014年４月の予定表

9:30～18:00

お休み

音楽サークル
ギター＆

パーカッション

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。

9:30～15:20
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5月6日まで生産部門

はお休みです。

5連休になります♡


