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2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定しました。

長らくデフレ不況にあえいでいた日本にとって久びさに明るい話題であり、これから景気

が良くなると予感させるに十分なインパクトで日本中が沸き立ちました。

先日行われた、ほのぼの100人運動会も吹奏楽の生演奏で入場行進するなど、140人の参

加者を得て、大いに盛り上がりました。

スポーツの分野で始まった“元気”印が日本中に広がり日常生活がより豊かになるといい

ですネ。

メンバーさん
の作品です。

BBQのあと、ニナ・ハーモニー相模湖さんの

素敵なハーモニーを聴きました。



　　　　　　　　　　　　SSTSSTSSTSST研修研修研修研修

　場所　　緑センターやまのべ
　日時　　10月15日　22日　29日（火）
　　　　　　　　　　　　14:00～15:20

　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。

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　10月26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　10月10日（木）　24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　10月18日（金）14:00～

　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。

　　　　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
　ビートルズをやるぞ！！
　
　日時　10月26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　10月25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

　　　　　　　　ピアピアピアピア研修研修研修研修　

　　場所　日本女子大学　
　　日時　10月24日（木）　
　　
　　集合場所　緑センターやまのべ
　　集合時間　8時集合です

冨田先生の講座に参加し話します。

利用対象者　ピア研修修了者



25日
(金)

鳥モモ南蛮風
低カロリーメニュー　　　500キロカロリー

22日
(火)

8日
(火)

チキンのキノコバターしょうゆ
白菜のポン酢和え
低カロリーメニュー　500キロカロリー

15日
(火)

11日
(金)

18日
(金)

ガリバタチキン
お浸し

秋野菜カレー
1日
(火)

☆食事1回300円
　前日、午後5時までに予約してください。

29日
(火)

鶏肉と秋野菜のホイル焼き

7日
(月)

筑前煮
小松菜の胡麻和え

白身魚のキノコあんかけ
ナポリタン

かぼちゃコロッケ
サラダ

イカとカラフル野菜のポン酢炒め

4日
(金)

和風マーボー豆腐
低カロリーメニュー　500キロカロリー

10101010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

秋秋秋秋のののの祭典祭典祭典祭典

①相模湖ふれあい広場

場所　　相模湖林間公園

日時　　10月20日（日）10：00～15：00

内容　　バザー・模擬店・各種イベント

②やまびこ祭り

場所　　中野中学校周辺

日時　　10月27日（日）10:00～15：00

内容　　バザー・模擬店・各種イベント

　　＊＊＊＊ﾒﾝﾊﾒﾝﾊﾒﾝﾊﾒﾝﾊﾞ゙゙゙ｰーーーさんはさんはさんはさんは9999時時時時にににに現地集合現地集合現地集合現地集合ですですですです＊＊＊＊



（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

4:30～　職員会議

7 8 9 10 11 12 13

　　　らくらく
　　パソコン広場

14 15 16 17 18 19 20

SST

4:30～　職員会議 ピアセッション

21 22 23 24 25 26 27

SST 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
　ｷﾞﾀｰ＆ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ

28 29 30 31

SST

4:30～　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

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業

7 8 9 10 11 12 13

作業 作業 作業 作業 作業

作業 拡大ミーティング 作業 作業 作業

14 15 16 17 18 19 20

体育の日 作業 作業 作業 作業

作業・SST 作業 作業 作業.・ピア

21 22 23 24 25 26 27

作業 作業 ピア研修 作業

作業・SST 作業 日本女子大学 作業･お茶会

28 29 30 31

作業 作業 作業

作業・SST 作業 作業

4:30～

　　全体職員会議

お休み
相模湖

ふれあい広場

お休み

2013年10月の予定表

お休み

お休み

2013年10月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

9:30～15:20

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。

お休み お休み

やまびこまつり

体育の日

振替休日

振替休日
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