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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

　恒例の第24回ほのぼの100人運動会が今年も盛況の内に終了。あいにくの雨

でしたが約120名の参加を得ました。昨年に引き続きトリをつとめた琉球太鼓

には全員ノリノリで、エッあの人も踊ってるョ、てな具合でした。秋はスポーツ

のみならず、各地でイベントが開催されます。「ふれあい広場」に「やまびこ祭

り」すっかり定着した地域交流社会参加の場に、メンバーさん一同張り切ってい

ます。今年は何をやろうか、これを売りたいなど。唯一の心配事は当たり年らし

い台風の直撃。こればかりは無事を天に祈るのみです。



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　10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

女子女子女子女子のののの会会会会「「「「レジンクラフトレジンクラフトレジンクラフトレジンクラフト」」」」

自分だけのアクセサリーを作ってみませんか？

日時　10月11日（木）10:00～12:00

費用　500円

参加する方は事前にセンターまで

申し込んでください。

先着7名までです。

　      　      　      　      おおおお茶会茶会茶会茶会

　日時　10月19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大会大会大会大会

日時　10月26日（水）13:00～

場所　カラオケ“エス”

参加費　680円

利用対象者　センター登録者

　　　　男子男子男子男子のののの会会会会「「「「ゲームゲームゲームゲーム大会大会大会大会」」」」

日時　10月11日（木）10:00～12:00

利用対象者　プログラム利用登録者

　　　　　　生産部門登録者

　ＤＶＤ　ＤＶＤ　ＤＶＤ　ＤＶＤ鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会

日時　10月3日（水）13:00～

場所　緑センターやまのべ

利用対象者　センター登録者

　　　　ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン昼食会昼食会昼食会昼食会

日時　10月26日（金）10:00～

利用対象者　プログラム登録者

　　　　　　生産部門登録者

　メニューはお楽しみに♪



26日

(金)

23日

(火)

　とりてり

　肉じゃが

19日

(金)

12日

(金)

16日

(火)

　親子煮

　サラダ

　くりごはん

　煮物

9日

(火)

　豚のみそ漬け焼き

　ポテトサラダ

　ﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ　たまごスープ

　塩コンブとカブのサラダ

　肉巻き

　もやしピーマン炒め

2日

(火)

　シチュー　煮豆

　ほうれん草のゴマ和え

☆食事1回300円　前日、午後5時までに

　予約してください。

30日

(火)

　おでん

　もやしの辛み和え

　けんちんうどん

　デザート

15日

(月)

　塩鮭ときゅうりのまぜずし

　鶏肉と車麩のじぶ煮

　ハロウィン昼食会

　メニューはお楽しみ♪

5日

(金)

1日

(月)

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

【公開講座】

楽しく！ｳｫｰｷﾝｸﾞ！「秋の城山湖を散策！」

日時　　　10月10日（水）8:30

集合場所　相模湖総合事務所

　　　　　※バスで現地(川尻八幡宮)へ向かいます。

コース　　川尻八幡宮→小松城跡→金刀比羅宮→

　　　　　城山湖→水の苑地→城山ダム→花の苑地

平成24年度　津久井地区地域支援研修

「「「「精神科精神科精神科精神科のののの薬薬薬薬のののの話話話話」」」」

日時　10月3日（水）15:00～17:00

場所　相模湖交流センター　研修室Ａ・Ｂ

講師　駒木野病院　谷口浩朗先生

対象者　相談支援業務に従事する職員

　　　　行政関係支援担当職員

　秋だ！祭りだ！全員集合!!

①①①①相模湖相模湖相模湖相模湖ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場2012201220122012

　日時　10月21日（日）10:00～

　場所　相模湖公園

　内容　フリーマーケット、ステージ演奏

　　　　各種イベント等

②②②②第第第第27272727回 津久井回 津久井回 津久井回 津久井やまびこやまびこやまびこやまびこ祭祭祭祭りりりり

　日時　10月28日（日）10:00～

　場所　中野中学校

　内容　フリーマーケット、ステージ演奏

　　　　各種イベント等



（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

４:00～　職員会議

DVD鑑賞会

8 9 10 12 13 14

楽しく

ウォーキング

15 16 17 18 19 20 21

４:00～　職員会議 お茶会

22 23 24 25 26 27 28

らくらく 音楽ｻｰｸﾙ

４:00～　職員会議

パソコン広場

カラオケ

29 30 31

４:00～　職員会議

　　　　　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 2 3 4 5 6 7

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業 DVDDVDDVDDVD鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会 作業 作業

8 9 10 11 12 13 14

作業 作業 男子男子男子男子のののの会会会会････女子女子女子女子のののの会会会会 作業

作業 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 ミーティングミーティングミーティングミーティング 作業 作業 作業・お茶会

22 23 24 25 26 27 28

作業 作業 作業 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾛｳｨﾝﾊﾛｳｨﾝﾊﾛｳｨﾝ昼食会昼食会昼食会昼食会

作業 作業 作業 カラオケカラオケカラオケカラオケ

29 30 31

作業 作業

作業 作業

お休み

お休み

振替休日

やまびこやまびこやまびこやまびこ祭祭祭祭りりりり

男子の会

女子の会

らくらく

パソコン広場

お休み

体育の日

お休み ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場

お休み振替休日

2012年10月の予定表

お休みお休み

お休み

2012年10月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

9:30～15:20

 ４:０0～　全体

　　　　　職員会議
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