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　8月1日は恒例の湖上祭が相模湖で行われます。ダム建設に従事して亡くなれた方々の慰霊

と湖の安全を祈願して始まったというこの壮大な花火大会は昭和23年から数えて65回になり

ます。周囲が山に囲まれているせいか、反響音が凄まじく迫力満点。

今年もセンターでは花火見学を企画しております。参加ご希望の方は係まで…。



　　　　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　８月23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

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

　　　　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　８月 7日（木）　21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

　　　　ピアピアピアピア・・・・セッションセッションセッションセッション

日時　８月22日（金）13:00～

利用対象者　ピア研修修了者
　　　　　　それ以外の方も
　　　　　　都合がつく方はOKです。

　　　　流流流流ししししソーメンソーメンソーメンソーメン大会大会大会大会
　　　　手打手打手打手打ちうどんちうどんちうどんちうどん実習会実習会実習会実習会

男の料理クラブによる手打ちうどんの体験
実習があります。
手打ちうどんとソーメンを昼食時に食しま
す。恒例の行事として人気抜群！！

日時　　8月11日（月）10:00～
参加費　500円

利用対象者　センター利用登録者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SSTSSTSSTSST

場所　　緑センターやまのべ
日時　　８月8日(金)　26日(火)13:50～15:10

利用対象者　プログラム利用登録者
　　　　　　生産部門登録者
　　　　　※事前に申込をお願いします。
　

　　　　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　によるによるによるによる集集集集いいいい

　ポップス好きよ集まれ！！

　日時　８月23日（土）13:00～

　利用対象者
　　　センター利用登録者

生活教室

日時　８月２３日(土)10：00～
場所　緑センターやまのべ

参加費　３００円

「ありがとう」の気持ちを込めた
絵手紙を描きます。

太陽の光で作るアクセサリー

日時　８月７日(木)10：00～
参加費　５００円

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



チンジャオロース

冷やしキツネうどん

豆腐のもやしあんかけ
ひじき煮

夏野菜カレー

ナスのサバ缶味噌炒め

夏野菜の肉じゃが

5日
(火)

牛丼

4日
(月)

18日
(月)

とんかつ定食

22日
(金)

19日
(火)

8日
(金)

29日
(金)

鶏肉とナスのトマトソース煮
ところてんサラダ ☆食事1回300円

　前日、午後5時までに予約してください。

26日
(火)

25日
(月)

８８８８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

湖上祭湖上祭湖上祭湖上祭でででで花火花火花火花火をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ

利用者さんを中心に、家族会、ボランティア

を総動員して模擬店による販売を緑センター

やまのべ駐車場で行います。

参加ご希望の方は緑センターまで…。

今月のお茶会はお休みです。

　　WRAP(元気回復行動プラン)

 元気でいるために、そして気分がすぐれないときに元

気になるために、また自分で責任をもって生活の主導権

を握り、自ら望むような人生を送るために、自分自身で

デザインするプランのことです。

日時　　８月５日(火)13：00～

場所　　緑センターやまのべ

講師　　コープランドセンター認定

　　　　　　　WRAPファシリテーター

　　　　　　　　　　　　　　佐々木　理恵　氏

参加対象者　　緑センター利用登録者

　　　　　　　家族の方

事前参加申事前参加申事前参加申事前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ですですですです。。。。

　　緑センターやまのべ　　TEL　042-684-5010



（一般・プログラム利用登録者）

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

湖上祭

4 5 6 7 8 9 10

らくらく

パソコン広場

11 12 13 14 15 16 17

流しそうめん
４:00～　職員会議

18 19 20 21 22 　23　音楽ｻｰｸﾙ 24

４:00～　職員会議 パソコン広場 ピアセッション

25 26 27 28 29 30 31

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 6 7 8 9 10

作業 作業 作業 作業 作業

作業 WRAP 作業 作業 作業・SST

11 12 13 14 15 16 17

流しそうめん

18 19 20 21 22 23 24

作業 作業 作業 作業 作業

作業 ミーティング 作業 作業 作業

25 26 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

2014年８月の予定表

お休み

お休み

2014年８月の予定表

9:30～18:00

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。

相模湖
湖上祭

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み

お休みお休み

 ４:30～　　全体
　　　　職員会議

9:30～15:20

お休み

お休み

ギター＆
パーカッション

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

昼食

FSFSFSFS

昼食

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS 昼食

FSFSFSFS
昼食

昼食

FSFSFSFS

昼食
FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS
FSFSFSFS

FSFSFSFS 昼食

FSFSFSFS

昼食

らくらく

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

FSFSFSFS

夏夏夏夏 期期期期 休休休休 暇暇暇暇

FSFSFSFS

昼食


