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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
２０１4年1月１日発行

あけましておめでとうございます。今年は午年。ツノがあるのが牛（ウシ）でツノがないのが午

（ウマ）だとか。午（ひる）の12時は午後0時、人生に例えれば丁度折り返し地点になるのでしょ

うか。

ところで2013年を漢字で表すと「輪」。2020年開催の東京五輪の「輪」、多発した自然災害に

広がる支援の「輪」がその根拠。「輪」といえば円や球体、完全無欠なイメージがあります。

今年はこの「輪」にあやかり完全である必要はありませんが、ほどほどに円満に過ごせる1年である

ことを祈念して乾杯。



　　　　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　1月25日（土）13:00～15:00
　
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

SST
　　　　　　日時　1月21日(火)28日（火）
                          14：00～15：00

　　　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

　

　　ピアグループピアグループピアグループピアグループ・・・・PSYPSYPSYPSY～～～～彩彩彩彩～～～～
　　　　　　　　ピアセッション

日時　　1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

新年会新年会新年会新年会
　　日時　1月6日（月）10時～

　　場所　緑センターやまのべ
　　参加費　600円
　　利用対象者　生産登録者

午前中は希望者で
与瀬神社に初詣に行きます
その後、センターで食事会をします

餅餅餅餅つきつきつきつき大会大会大会大会

日時　1月14日（火）
場所 緑センターやまのべ

参加費　500円
利用対象者　プログラム登録者

　　　　　生産部門登録者

　　　　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　1月9日（木）　23日（木）
　　　13:00～15:00

申込締切　開催週の木曜日

利用対象者　障害者手帳を
                        お持ちの方

　　　　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　1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



低カロリーメニュー

31日
(金)

豚肉と高野豆腐のオランダ煮

27日
(月)

クリームシチュー

17日
(金)

餅つき大会
14日
(火)

7日
(火)

肉かぼちゃ

ミートボール酢豚

10日
(金)

七草粥
鶏のホイル焼き

☆食事1回300円　前日、午後5時までに予約してください。

レンコンのはさみ揚げ

21日
(火)

20日
(月)

かつ丼

24日
(金)

大根のけんちん煮

チンゲンサイと豚肉の炒め物

28日
(火)

1111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

ピアグループピアグループピアグループピアグループ「「「「PSYPSYPSYPSY～～～～彩彩彩彩～」～」～」～」新年会新年会新年会新年会

相模原市緑区藤野駅前「風里」で
新年会（食事会）を開催します。

日時　1月19日（日）
　　　　相模湖駅に11時集合

参加費　1000円（ランチ・ワンドリンク代）

ピアグループに何となく参加してみたい。
ピアに興味がある方。お気軽にご参加ください。

申し込みが必要です。
「「「「緑緑緑緑センターセンターセンターセンターやまのべやまのべやまのべやまのべ　　　　042-684-3581042-684-3581042-684-3581042-684-3581」」」」

にご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新春のつどい

　　「ボルトナット会・
　　　　　　緑センターやまのべ共催」

　日時：1月11日（土）11:30～
　場所：ともしび喫茶「青林檎」
　会費：500円

　食事の後は緑センターやまのべに移動して
　カラオケなど行います。
　申込みが必要です。

　緑センターやまのべ　042-684-3581
　レイクサイド津久井　042-780-1980

2月より第2回
ピアサポート養成研修が

始まります。
詳しくは来月のお便りで

お知らせします



（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 12

新年会 ４:30～　全体
職員会議

パソコン広場

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

SST

４:00～　職員会議 パソコン広場 音楽サークル

27 28 29 30 31

SST

４:00～　職員会議

センターは1月1日から3日までおやすみです

　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 5

6 7 8 9 10 11 12

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業

13 14 15 16 17 18 19

餅つき 作業 作業 作業

拡大ミーティング 作業 作業 作業・ピア

20 21 22 23 24 25 26

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業・ＳＳＴ 作業 作業 作業

27 28 29 30 31

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業・ＳＳＴ 作業 作業 作業

生産活動は1月1日から5日までお休みです

成人の日 お休み

9:30～15:20

お休み

年始休 年始休 年始休

新年会

お休み

お休み

お休み

年始休年始休年始休年始休 年始休年始休年始休年始休 年始休年始休年始休年始休

お休み

お休み

2014年1月の予定表

お休み

お休み

2014年1月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

　　　　もちつき

 ４:00～職員会議

お休み
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