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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９月１日発行

8月5日

WRAP

元気になる方法を教えて

頂きました

各地で豪雨による被害が相次いで発生しています。おしなべて今年は天候変異の多い年で、先日行わ

れた湖上祭もまさに雷雨の稲光と打ち上げ花火の競演といったところでした。

ところで８月上旬にはWRAPの出前講座が当センターで行われ、大勢が参加しました。WRAPはアメリカ

の当事者メアリー・エレン・コープランド氏により考案されたプログラムで“元気回復行動プラン”と呼ば

れ、日本でのファシリテーターりえさんとヒデさんにより熱のこもった講演が展開されました。利用者に

とっては目からウロコの発想の転換で元気を取り戻すきっかけに、支援者にとっても支援の立ち位置を

考え直すきっかけになったと思います。



　　　　　　　　　　　　SSTSSTSSTSST研修研修研修研修

　場所　　緑センターやまのべ
　日時　　９月9日　30日(火)13:50～15:15

　利用対象者　プログラム利用登録者
　　　　　　　生産部門登録者
　　　　　※事前申込みが必要です。

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　９月27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　９月11日（木）　25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

　　　　　　　　　　　　　　　　PSYPSYPSYPSY～～～～彩彩彩彩～～～～

　　日時　9月19日（金）13:00～
  　　　　今回はカラオケをやる予定です

　　参加費　300円(おやつ・飲み物付き)

　　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。

　　　　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

　日時　９月27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

　　　　                　　　　        おおおお茶会茶会茶会茶会

　日時　９月26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

　　　　生活教室

　　日時　9月6日(土)10:00～12:00
　　場所　緑センターやまのべ
　　参加費　300円
　　春巻き・ゼリーを作ります

　　　　手芸サークル

　チキンカレーを作って食事会
　マンゴーラッシーも作ります♡

　日時　９月１１日(木)10：00～
　場所　緑センターやまのべ
　参加費　５００円

　　事前申し込みが必要です。

　利用対象者　緑センター利用登録者



　卵とウインナーのピリ辛炒め

　鮭の南蛮風

　ポポの庭でお食事会

2日
(火)

8日
(月)

12日
(金)

5日
(金)

1日
(月)

　牛丼

　かぼちゃコロッケ

　厚揚げの照り焼き

9日
(火)

　ハヤシライス　肉団子の甘酢あんかけ

☆食事1回300円
　前日、午後5時までに予約してください。

16日
(火)

　肉豆腐
　ほうれん草のおひたし

19日
(金)

　しめじの混ぜご飯
　豆腐サラダ

30日
(火)

　　♡ポケットさん食事会♡

29日
(月)

26日
(金)

第26回ほのぼの100人運動会

　日時　　平成26年9月21日(日)
　　　　　　　10時～14時30分
　場所　　桂北小学校　体育館
　駐車場　与瀬グラウンド
　参加費　200円
　持ち物　動きやすい服装　運動靴
　　　　　　昼食はお弁当が出ます。

　問い合わせ先
　　　実行委員会事務局
　　　緑第一障害者地域活動支援センター
　　　（緑センターやまのべ）
　　　℡　042-684-5010

　

　　　　＊食事会＊
　
　①　9月8日(月)11:30～
　　参加費　1000円(食事代+コーヒー代)
　　場所　　藤野たんぽぽ　ポポの庭

　　けんこう号に乗って行きます
　　11:30緑センターやまのべを出発します。
　　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になりますになりますになりますになります。。。。

　②　9月30日(火)
　　ポケットさんの食事会
　　参加費　300円

９９９９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



（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

生活教室

8 9 10 11 12 13 14

ポポの庭 SST らくらく

食事会
４:30～　職員会議

パソコン広場

15 16 17 18 19 20 21

カラオケ

22 23 24 25 26 27 28

らくらく 音楽サークル

４:30～　職員会議
パソコン広場 お茶会 ギター

パーカッション

29 30

ポケットさん
食事会

（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 作業 作業 作業 作業

8 9 10 11 12 13 14

作業① 作業 作業 作業 作業

食事会 作業･SST 作業 作業 作業

15 16 17 18 19 20 21

作業 作業 作業 作業

拡大ミーティング 作業 作業 カラオケ

22 23 24 25 26 27 28

作業 作業 作業 音楽ｻｰｸﾙ

作業 作業 作業 ｷﾞﾀｰ&ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ

29 30

作業 作業

作業 作業･SST

2014年９月の予定表

お休み

お休み

2014年９月の予定表

9:30～18:00

お休み

ほのぼのほのぼのほのぼのほのぼの
１００１００１００１００人運動会人運動会人運動会人運動会

9:30～15:20

お休み

 ４:30～　　全体
　　　　職員会議

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。

敬老の日

運動会
振替休日

ほのぼのほのぼのほのぼのほのぼの
100100100100人運動会人運動会人運動会人運動会

お休み

お休み

秋分の日

お休みお休み
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