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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
２０１5年2月１日発行

このところ寒暖差が大きく、雪がチラついて来たかと思うと、翌日はぽかぽかの春の陽気。

このために体調をくずす人も多く、流行り風邪も治まる様子がありません。東も西も地域に

よってはドカ雪が見舞い、各地で混雑が生じています。

この異常な降雪は爆弾低気圧の影響に依るものらしく、雪質が重く湿気を多く含んでいるせ

いで断線や場合によっては家屋の倒壊をもたらせます。この気象は地球の温暖化と密接な関

係があり、文明の進化のツケがこんなところにも回ってくるのですね。

最優秀賞
　受賞おめでとう

ございます!!



　　　　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　2月28日（土）10:00～12:00
　
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

　

　　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～～～～
　　　　　　　　グループセッション

日時　　2月20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

　　　　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12日（木）26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　2月20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

　　　　　カラオケカラオケカラオケカラオケ

　日時　平成27年2月16日(月)13:00～

　場所　緑センターやまのべ

　利用対象者　センター利用登録者

　　　手芸手芸手芸手芸サークルサークルサークルサークル

　日時　2月12日(木)10:00～

　内容　クッションカバー作り

　場所　緑センターやまのべ

　　ボンボンショコラボンボンショコラボンボンショコラボンボンショコラ作作作作りりりり

　日時　　2月7日(土)9:30～

　参加費　1000円

　場所　　緑センターやまのべ

　　　　ＳＳＴ　　　　ＳＳＴ　　　　ＳＳＴ　　　　ＳＳＴ

　日時　2月10日(火) 24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



24日
(火)

　春巻き
23日
(月)

27日
(金)

　鶏肉とかぼちゃの柚子胡椒煮
1食　300円

前日の5時までに予約をお願いします

　短冊大根とツナ炒め

20日
(金)

　天津丼

13日
(金)

　チャーハン
　餃子

17日
(火)

16日
(月)

　スタミナ味噌炒め

　鮭のムニエル

　すき焼き丼

3日
(火)

6日
(金)

　ちらし寿司
　お吸い物

9日
(月)

　豚肉と野菜の炒めもの

10日
(火)

　マーボー豆腐

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

　　　　　　　　　　　　公民館公民館公民館公民館まつりまつりまつりまつり　　　　InInInIn桂北桂北桂北桂北

　日時　平成27年3月1日(日)＊雨天決行
　　　　　　　　　　9:00～15:00
　会場　桂北公民館

　ステージ発表　コーラス・楽器演奏・体操・
　　　　　　　　ダンス・手話　など

　展示　　　　　書道・水墨画・絵手紙・ビーズ
　　　　　　　　ドールハウス　など

　体験コーナー　折り紙・防災啓発

　模擬店　　　　焼きそば・お汁粉・たこ焼き
　　　　　　　　そばすいとん・味噌田楽　など

　やまのべも合唱・楽器演奏で出場します。

　　　　　　　　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

　第1回　2月21日(土)13:00～15:00
　　　　　　　　　　　(途中10分休憩)

　第2回　2月27日(金)14:40～16:10

　第3回　3月6日(金)13:00～15:00
　　　　　　　　　　　(途中10分休憩)

　この他に、3月中旬頃に他のピアグルー
　プとの交流会を検討しています。

　障害手帳をお持ちの方は、どなたでも
　参加OKです

今月の
ギター&パーカッション
はお休みします



（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

４:00～職員会議

9 10 11 12 13 14 15

SST

  ４:00～職員会議
パソコン広場 生活教室

16 17 18 19 20 21 22

お茶会

４:00～　職員会議 ピアセッション

23 24 25 26 27 28

SST

４:00～　職員会議 パソコン広場 音楽サークル

　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

1/31 1

2 3 4 5 6 7 8

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業

9 10 11 12 13 14 15

作業 作業 作業 作業

作業 作業・ＳＳＴ 作業 作業

16 17 18 19 20 21 22

作業 作業 作業 作業 作業

カラオケ 作業・拡大 作業 作業 作業・ピア

23 24 25 26 27 28

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業・ＳＳＴ 作業 作業 作業・ピア研修

福祉のつどい
振替休日

2015年2月の予定表

お休み

お休み

2015年2月の予定表

9:30～18:00

ピア・サポート
　　　　研修

お休み

お休み

9:30～15:20

お休み

福祉のつどい

 ４:30～
全体職員会議

ピア・サポート
　　　　研修

お休み

お休み

お休みお休み

お休み

お休み

お休み

建国記念日
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