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2014年12月号

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12月１日発行

平成26年もあと1ヶ月で終わろうとしています。月並ですが月日の経つのは早いものですね。

今年はなんといっても自然災害が多かったというのが印象です。2月の未曽有の大雪。8月の豪

雨による土砂災害。台風18号の関東直撃。記憶に新しいところでは、御嶽山の噴火によりいく

つもの命が奪われたこと。そして阿蘇山の噴火。なんとも気ぜわしい年末を迎えようとしてい

ますが。そんな中突然行われることとなった解散選挙。なんとか明るい未来が予感できるよう

な結果を生んでほしいものです。



　　　　音楽音楽音楽音楽サークルサークルサークルサークル・・・・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

日時　12月27日（土）10:00～15:00
　
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
　　SSTSSTSSTSST

　日時　12月2日(火)・16日（火）
　　　　　　    13:50～15：15
　場所　　緑センターやまのべ
　
　利用対象者　センター登録者

　

　　PSYPSYPSYPSY～～～～彩彩彩彩～～～～
詩と絵画のコラボレーション展

　日時　　12月19日（金）13:00～
16:00
　場所　　相模原市民ギャラリー
　参加費　交通費1,000円(往復)

　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　　忘年会忘年会忘年会忘年会

　日時　　12月26日（金）
　場所　　緑センターやまのべ
　参加費　600円
　利用対象者　センター登録利用者

＊事前の参加申し込みが必要になります。
　　　　　　　　　　　　参加申参加申参加申参加申しししし込込込込みみみみ12121212月月月月24242424日日日日((((水水水水))))までまでまでまで。

　　　　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　12月11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

　　　クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会

日時　12月22日（月）
場所　緑センターやまのべ
参加費　500円
利用対象者　緑センター登録利用者
プレゼント交換をします。300円程度の
プレゼントを持ってきてください。

＊事前参加申し込みが必要になります。
参加申し込み12月20日(土)まで。

　

　　生活教室生活教室生活教室生活教室

　日時　12月27日(土)10：00～

　参加費　300円

　＊午前中は料理(ちらし寿司・けんちんなどなど…)

　　午後からはカラオケをやります。

　事前事前事前事前のののの参加申参加申参加申参加申しししし込込込込みがみがみがみが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。

　　　　　料理に参加できない方でも

　　　　　　　途中からの参加歓迎です❣

　　　おおおお菓子菓子菓子菓子クラブクラブクラブクラブ

　日時　　１2月11日（木）10：00～
　参加費　300円
　場所　　緑センターやまのべ

　参加対象者　センター利用登録者



☆食事1回300円　前日、午後5時までに予約してください。

クリスマスメニュー豚肉の甘辛焼き

9日
(火)

鮭の柚子胡椒焼き

16日
(火)
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(金)

おでん
和物

15日
(月)

チャーハン
スープ

鶏肉とエリンギのみぞれ煮

からあげ酢豚

26日
(金)

2日
(火)

いかのピリ辛

忘年会メニュー

19日
(金)

1日
(月)

22日
(月)

12121212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

第4回
緑センターやまのべ祭り　開催

平成26年12月6日（土）
10:00～14:30　雨天決行

＊＊＊＊第第第第1111会場会場会場会場　　　　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＊＊＊＊

バザー・焼きそば
焼き鳥・たこ焼きなど

＊＊＊＊第第第第2222会場会場会場会場　　　　青林檎青林檎青林檎青林檎＊＊＊＊

詩と絵画のコラボレーション

日時　平成26年12月18日(木)～22日(月）
　　　　　　　　　　10:00～18：00
　　　[初日]13：00～　[最終日]15：00まで

場所　相模原市民ギャラリー

お茶会・お知らせ

平成27年2月までお休みさせていただきま
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

パソコン広場

8 9 10 11 12 13 14

４:30～全体

職員会議

15 16 17 18 19 20 21

パソコン広場 ピア・詩画展

22 23 24 25 26 27 28

大掃除 生活教室

クリスマス会 ４:00～　職員会議 忘年会 音楽サークル

29 30 31

　フリースペース･･･開館日はいつでもご利用いただけます。

フリースペースフリースペースフリースペースフリースペースはははは12121212月月月月28282828日日日日（（（（日日日日））））からからからから1111月月月月4444日日日日（（（（日日日日））））までおまでおまでおまでお休休休休みですみですみですみです

（生産活動部門登録者）

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7

作業 作業 作業 作業

作業 作業・SST 作業 作業

8 9 10 11 12 13 14

作業 作業 作業 作業

作業・拡大M 作業 作業 作業

15 16 17 18 19 20 21

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業・SST 作業 作業 詩画展

22 23 24 25 26 27 28

作業 作業 作業 大掃除

クリスマス会 作業 作業 忘年会

29 30 31

　　　　　　　　　　　生産部門は12月27日（土）から1月4日（日）までお休みです

年末休

お休み

センター祭り
振替休日

年末休

　
 ４:00～職員会議

お休み

緑センター
やまのべ祭り

天皇誕生日

年末休 年末休

年末休

2014年12月の予定表

お休み

お休み

2014年12月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

お休み

お休み

年末休

センター祭り準備 センター祭り

お休み

9:30～15:20

緑センター
やまのべ祭り

準備

お休み

お休み
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