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　先日、行なわれた第26回ほのぼの100人運動会は今年も大盛況。特に、琉球太鼓等の各協力団体とのメ

ンバーさんとのコラボレーションは年々ホット度を増し、地域との一体感をいやが上でも実感できた1日で

した。折も折り、仁川アジア大会では日本勢が大活躍。まさにスポーツの秋ですね。それにしても、日本人

の身体能力は一皮むけたのでしょうか。錦織圭選手の全米オープンテニス準優勝など予想もしなかった快挙

です。



　　　　　　　　　　　　SSTSSTSSTSST研修研修研修研修

　場所　　緑センターやまのべ
　日時　　10月7日　28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25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9日（木）　23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17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
　
　日時　10月25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17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

ハロウィンのお菓子作り

日時　10月23日(木)10:00～
場所　緑センターやまのべ

参加費　500円

利用対象者　センター利用登録者

　　　　　　　　DVDDVDDVDDVD鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会

　日時　10月14日(火)9時45分～

　場所　緑センターやまのべ

　　　「アナアナアナアナとととと雪雪雪雪のののの女王女王女王女王」を観ます♡

　利用対象者　生産活動利用登録者

　　　　　　　プログラム利用登録者



24日
(金)

10日
(金)

3日
(金)

☆食事1回300円
　前日、午後5時までに予約してください。

チキンのキノコバターしょうゆ
白菜のポン酢和え

シーフードミックスの中華丼

ねぎかつ丼(甘辛醤油味)

6日
(月)

栗ごはん
天ぷら
お吸い物

大根と秋鮭の味噌煮

シチュー
野菜サラダ

31日
(金)

和風豆腐ハンバーグ

7日
(火)

28日
(火)

春巻き
ナムル

17日
(金)

14日
(火)

21日
(火)

秋野菜のけんちんうどん
筑前煮
小松菜の胡麻和え

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋の祭典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①相模湖ふれあい広場
　　　　　　　　　　　場所　　相模湖林間公園

　　　　　　　　　　　日時　　10月19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26日（日）10:00～15:00

　　　　　　　　　　　内容　　バザー・模擬店・各種イベント

　　　　　　　　　　　＊＊＊＊メンバーメンバーメンバーメンバ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

共同募金

6 7 8 9 10 11 12

SST 　　　らくらく

４:30～職員会議
　　パソコン広場

13 14 15 16 17 18 19

４:30～

全体 職員会議 ピアセッション

20 21 22 23 24 25   　生活教室26

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

27 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

作業 作業 作業

作業 作業 作業

6 7 8 9 10 11 12

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業・SST 作業 作業 作業

13 14 15 16 17 18 19

体育の日 DVD鑑賞会 作業 作業 作業

作業・拡大 作業 作業 作業.・ピア

20 21 22 23 24 25 26

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業･お茶会

27 28 29 30 31

作業 作業 作業 作業

作業・SST 作業 作業 作業

お休み

お休み

やまびこまつり

相模湖
ふれあい広場

　　　フリースペース･･･開館日はいつでもご利用いただけます。

2014年10月の予定表

お休み

お休み

2014年10月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

お休み

お休み

振替休日

振替休日

お休み

体育の日

お休み

9:30～15:20
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