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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

２０１３年７月１日発行

　都議選が自民圧勝に終わり、来たる参議院選もそのまま自民の勢いが続きそうな気配

です。アベノミクスは私達庶民の生活に潤いをもたらすのでしょうか。国会では原発再

稼動やら代替エネルギーの開発やらかまびすしい議論が交わされていますが、私たちに

できることはこの暑い夏に向けてせいぜいエアコンを節約し、グリーンカーテンを設け

たりすることぐらいでしょうか。

フリースペースに置いて

あったホワイトボードも

いつのまにかにぎやかに

なっていました

利用者さんが

丸いズッキーニを

持ってきてくれました

おいしかったです♪

利用者さんのギャラリー

にぎやかになりました♪



　　　　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　7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

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　7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

　　　SSTSSTSSTSST研修研修研修研修

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。

場所　　緑センターやまのべ

日時　　①　7月2日（火）14:00～15:00

　　　　②　　  9日（火）14:00～15:00

　　　　③　　16日（火）14:00～15:00

　　　　③　　23日（火）14:00～15:00

　　　　カラオケカラオケカラオケカラオケ

緑センターやまのべでカラオケをします

日時　7月26日（金）　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　7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

　　　手芸手芸手芸手芸サークルサークルサークルサークル

　天然石のブレスレット

　日時　７月18日（木）10:00～

　費用　400円

　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・・・・セッションセッションセッションセッション

日時　7月12日（金）　1４:00～15:20

今回で2回目になるピアセッションです。

前回意見が活発で楽しい会になりました。

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。



29日

(月)

30日

(火)

5日

(金)

1日

(月)

8日

(月)

　イカのみそだれ焼き

　ひじきサラダ

2日

(火)

　豚肉の甘辛焼き

　わかめのサラダ

　コロッケ

　ナスのあえもの

　豆腐入りハンバーグ

　ツナサラダ

　肉じゃが

　わかめ・えのきポン酢あえ

　唐揚げ

　オクラサラダ

　青じそギョーザ

　春雨サラダ

19日

(金)

12日

(金)

9日

(火)

16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。

　野菜スタミナ丼

　あげだし豆腐

　春巻き

　青菜のおひたし

　さばのみそ煮

　かぼちゃサラダ

　豚肉とキノコのポン酢いため

　マカロニサラダ

23日

(火)

　ゴーヤチャンプルー

　豆腐とトマトのあえもの

26日

(金)

7777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

　　　　ほのぼの100人運動会

実行委員会が開催され、

本年度は9月22日(日)に行われること

が決定しました。

次回実行委員会は7月19日(金)です。

　精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ

ポケットによる日帰り研修旅行

７月22日（月）

三浦市三崎にある就労支援B型事業所

「ともしびショップCaféBlueseas」と地域活動支

援センターの見学に行きます。

日頃かかわりのあるセンターの利用者さんとの交

流も兼ねるとのことで声をかけていただきまし

た。

詳しくはセンターにあるチラシをご覧ください。

　

　　津久井養護学校夏祭り

　　　　　　　　　　　　　に参加します

日時　7月27日（土）13:30～

場所　津久井養護学校

センターでは自主製品などの販売をします。



（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 7

SST

４:00～　職員会議

8 9 10 11 12 13 14

らくらく

パソコン広場

ピア･セッション

15 16 17 18 19 20 21

SST 手芸ｻｰｸﾙ

４:00～　職員会議 お茶会

22 23 24 25 26 27 28

SST 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

（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･SSTSSTSSTSST 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

8 9 10 11 12 13 14

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業･SSTSSTSSTSST 作業 作業 ピア･セッション

15 16 17 18 19 20 21

作業 作業 作業 作業

作業･SSTSSTSSTSST 作業 作業 作業･お茶会

22 23 24 25 26 27 28

ポケットさん 作業 作業 作業 作業 音楽ｻｰｸﾙ

日帰り旅行 作業･SSTSSTSSTSST 作業 作業 カラオケ お休み

29 30 31

作業 作業 作業

作業 作業 作業

9:30～15:20

お休み

　　　　　SST

 ４:30～　　全体

　　　　職員会議

海の日

お休み

お休み お休み

お休み

お休み

お休み

2013年7月の予定表

お休み

お休み

2013年7月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み
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