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2014年2月号

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2月１日発行

昨年は2020年オリンピック・パラリンピックが東京に決定し、日本中が湧きたちました。そ

の余韻が冷めないうちに今度は冬季オリンピックがロシアの「ソチ」で開かれます。

ジャンプやフィギアスケートに期待が集まっているようですが、果たしていくつのメダルが獲

得できるのでしょうか。

センター内でもこれに関する話題で時々盛り上がっています。冬季オリンピックにおける最初

の日本人メダリストは誰でしょうか…。答えは…。

1月7日

＊餅つき大会＊

1月18日

生活教室　　＊書初め＊

　残しておいたお餅で

＊餅ピザ作り＊



（答え）日本人最初の冬季オリンピックメダリストは猪谷千春さん。
　　　　1956年コルティナダンペッツォオリンピックで銀メダルを獲得。

　　　　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　2月22日（土）10:00～12:00

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

　　　　SST
　日時　2月4日(火) 25(火)
                          14：00～15：00　
 場所　　      緑センターやまのべ
 利用対象者　プログラム登録者
　　　　　　 生産部門登録者

　　

　　ピアグループピアグループピアグループピアグループ・・・・PSYPSYPSYPSY～～～～彩彩彩彩～～～～
　　　　　　　　グループセッション

日時　　2月21日（金）14:00～15:00
場所　　緑センターやまのべ

利用対象者　　ピア研修修了者
　　　　　　　研修を受けてなくても
　　　　　時間の都合のつく方ＯＫです

　　　　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　2月13日（木）27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

　　　　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‼

　　
　日時　2月22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

生チョコレート作り

2月13日（木）10時～
場所　緑センターやまのべ

　　　　　参加費　300円
　　　　　利用対象者　
　　　　　　　センター登録利用者
　　
　　

　    　  　    　  　    　  　    　  おおおお茶会茶会茶会茶会

　日時　2月21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



低カロリーメニュー

4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。

7日
(金)

マーボー豆腐

短冊大根とツナ炒め

スタミナ味噌炒めロールキャベツ

鶏とかぼちゃの柚子胡椒煮

ごろごろ野菜とひじきの煮物

10日
(月)

鶏肉のポン酢かけ

14日
(金)

筑前煮風ミートボール

白身魚の南蛮漬け

マスタードサンドピカタ

18日
(火)

17日
(月)

21日
(金)

28日
(金)

24日
(月)

25日
(火)

2222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

　第第第第2222回回回回「「「「ピアサポートピアサポートピアサポートピアサポート養成研修養成研修養成研修養成研修」

                                 を始めます

　受講対象者　プログラム

　　　　　　　生産利用登録者

　＊受講には事前の申し込みが必要です。

　日程は下記の通りです

　①2月8日(土)13:00～15:00

　②2月15日(土)13:00～15:00

　③3月1日(土)13:00～15：00

　④3月7日(金)13:00～15：00

　⑤3月14日(金)13:00～15：00

　⑥3月22日(土)13:00～15：00

　＊日程は変更される場合があります

　みんなで横浜三溪園へ行こう‼

　ボルトナット会・あしたば会・みんなの里（共催）
　春の親睦旅行を企画しましたので、どうぞご参加
　ください。（移動は市の福祉バスを使用します）

　　日時2014年3月21日（金）祝日

　　集合場所　
　　　　　津久井中央公民館（旧文福）7：00
　　　　　城山総合事務所　　　　　　7：30
　　　　　相模原駅前ダイエー前　　　8：00
　　　　　相模大野伊勢丹前　　　　　8：30

　　参加費　　100円（保険代）
　　　　　＊食事代は各自負担

　　申し込み締切　　3月7日
　　　　　＊キャンセルの場合は前日までに
　　　　　　ご連絡ください。

　　・緑センターやまのべ　042-684-3581
　　・レイクサイド津久井　042-780-1980



（一般・プログラム利用登録者）

月 火 水 木 金 土 日

1 2

福祉のつどい

3 4 5 6 7 8 9

SST

４:00～職員会議
ピアサポート研修

10 11 12 13 14 15 16

チョコレート作り

パソコン広場 ピアサポート研修

17 18 19 20 21 22 23

お茶会 生活教室

４:00～　職員会議 ピアセッション 音楽サークル

24 25 26 27 28

SST

４:00～　職員会議 パソコン広場 卓球大会

　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 8 9

作業 作業 作業 作業

作業・ＳＳＴ 作業 作業 作業

10 11 12 13 14 15 16

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業

17 18 19 20 21 22 23

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・ピア

24 25 26 27 28

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業・ＳＳＴ 作業 作業 卓球大会

2014年2月の予定表

お休み

お休み

2014年2月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

振替休日

お休み

お休み

  ４:00～職員会議

建国記念日

お休み

お休みお休み

9:30～15:20

お休み

福祉のつどい

お休み
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