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相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター 2015年４月号

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
２０１5年４月１日発行

3月7日(土)

ひな祭りランチ。

メンバーさんだけで作りました。

とても豪華で美味しかったです

(^^♪

４月から２７年度の事業年度が始まります。当センターを開設して５年目を迎えました。これまでを

振り返り、充分できなかったことや、これから取り組まねばならないことなど、いろいろ考えながら

充実に向けての年にしたいという思いを強くしています。満足度調査を今後も実施していますので

忌憚のない意見をどうぞお寄せください。当センターにとっては２５年より指定相談支援事業所と

なり障害福祉サービスを必要とする方のための「計画相談」や地域移行、地域定着支援を行う地

域相談支援を行っております。あらためて「真の支援とはなにか」を深く考えざるを得ない毎日を

送っている次第です。



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9日(木)13:00～15:00
　　　　　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

　　　　　　　　　　　　おおおお茶会茶会茶会茶会

日時　４月24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　4月17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25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

　日時　4月14日(火)・28日(火)

　　　　　　　　　　　13:50～15:15

　場所　緑センターやまのべ

　参加対象：プログラム登録者

　　　　　　生産利用登録者

　　　　自主製品自主製品自主製品自主製品についてについてについてについて

4月より、緑センターやまのべの自主製品の作
成を始めます。
月に1回、作業の時間でででで生産活動生産活動生産活動生産活動メンバーメンバーメンバーメンバー全員全員全員全員
でででで作成する日を設定し作業として活動します。
4月の作成日は、4444月月月月13131313日日日日((((月月月月)です。

　　　　　卓球卓球卓球卓球

　日時　4月9日(月)13:50～
　場所　緑センターやまのべ

　利用対象：プログラム利用登録者
　　　　　　生産利用登録者



1食300円
前日の5時までに予約をお願いします

　新じゃがの甘辛煮

　お花見弁当

　春キャベツとれんこんの
　　　　　　　　ゴマ味噌炒め

　ビビンバ丼

　三色丼
　浅漬

　アジフライ定食
6日
(月)

　シーフードミックスの中華炒
め

14日
(火)

28日
(火)

13日
(月)

7日
(火)

24日
(金)

10日
(金)

3日
(金)

　豆腐と豚肉のチャンプル

21日
(火)

　豚肉ときのこの柚子胡椒パス
タ

　春野菜のカレー

　豆腐のもやしあんかけ

20日
(月)

27日
(月)

　ガッツリ!!ネギカツ丼

17日
(金)

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

　　　　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（水）

　　　　　　　　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*

　

　　　　　PSY～彩～主催企画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおおお花見花見花見花見

　　日時　4月3日(金)11：30～

　　場所　相模湖湖畔

　　参加費　300円(お弁当)100円(飲み物)

　　参加対象　センター利用登録者

　　おおおお弁当弁当弁当弁当をををを作作作作りますのでりますのでりますのでりますので当日当日当日当日のののの10101010時時時時30303030分分分分までにまでにまでにまでに

　　　　　　　　予約予約予約予約をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

4月のお昼メニュー



（一般・プログラム利用登録者）

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

お花見
三色団子作り

6 7 8 9 10 11 12

らくらく

４:00～　職員会議
パソコン広場

13 14 15 16 17 18 19

SST
　　　　　全体

４:00～　職員会議
PSY～彩～

20 21 22 23 24 25 26

らくらく

４:00～　職員会議
パソコン広場 お茶会

27 28 29 30

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

作業 作業 作業

作業 作業 お花見

6 7 8 9 10 11 12

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業・卓球 作業

13 14 15 16 17 18 19

自主製品 作業 作業 作業 作業

作業 作業･SST 作業 作業 作業・PSY～彩～

20 21 22 23 24 25 26

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業･拡大M 作業 作業 作業・お茶会

27 28 29 30 1

作業 作業 作業

作業 作業･SST 作業
やまなみ祭

お休み

やまなみ祭
振替休日

お休み

お休み

お休み

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

9:30～15:20

お休み

2015年４月の予定表

お休み

お休み

2015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
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5月6日まで生産部門は

お休みです。

6連休になります♡

FSFSFSFS


