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２０１２年９月１日発行

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

　真夏の暑い戦い、オリンピックが閉幕し日本は過去最多のメダルを獲得しまし

た。それにしても女子パワーは凄かったですね。そして今度はパラリンピック。

日本勢の活躍が期待されます。スポーツの世界では日本は頑張っているのに政治

の世界は何やら怪しい雲行きです。

　さて、過日恒例の流しソーメン大会が開かれました。併行して行われた「男の

料理教室」指導による手打ちうどんも好評で、炎天下にもかかわらず多勢の人が

参加し賑わいました。地域交流はますます盛んです。

びっくり！！　去年、誰かが捨てたタネが芽を出し

やまのべの小さな庭で実をつけたスイカです。

収穫の時が楽しみです♪



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　９月22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　９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

　　　　絵絵絵絵をををを描描描描いてみませんかいてみませんかいてみませんかいてみませんか？？？？

絵の具などは用意してあります。

気軽に自由に絵を描いてみませんか

　オギノパンオギノパンオギノパンオギノパン工場見学工場見学工場見学工場見学他

日時　9月28日（金）

　　　10:00　センター出発

参加希望の方は事前に申込みくださ

い。

詳細はセンターまでお問い合わせく

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

　      　      　      　      おおおお茶会茶会茶会茶会

　日時　9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

　　　　ゲームゲームゲームゲーム大会大会大会大会

日時　9月21日（金）13：00～

みんなで一緒に楽しみましょう！

利用対象者　プログラム利用登録者

　　　　　　生産部門登録者



25日

(火)

　しょうが焼き

　かぼちゃのそぼろ

7日

(金)

3日

(月)

☆食事1回300円　前日、午後5時までに予約してください。

４日

(火)

11日

(火)

18日

(火)

　油揚げのたまご煮

　ごぼうサラダ(とり肉入)

　炊き込みご飯

　豆腐サラダ

　肉とうふ

　ほうれん草のおひたし

14日

(金)

　ハッシュドビーフ

　もやしの辛味あえ

　バンバンジー

　かぼちゃの煮物

　肉じゃが

　豚肉とニラいため

21日

(金)

　酢豚

　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｼﾒｼﾞのおかかかけ

　とんかつ

　ちくわともやしの煮びたし

10日

(月)

９９９９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

　　　　　当事者会主催

　　　バーベキュー大会

日時　　9月16日(日)10:30～14:30

場所　　上大島キャンプ場

参加費　会員500円　非会員1,000円

申込みは下記までお願いします。

　緑センターやまのべ　レイクサイド津久井

　かわせみの家　カミング　みなみ風

　やまゆり園コンサート

　　　　　　　　　　に行きませんか？

9月10日(月)10時より津久井やまゆり

園にてコンサートが催されます。

センターでも利用者さんに声をかけて

伺う予定です。

第24回

　　ほのぼの100人運動会

　　　　　　　　　　　が開催されます！

　心の病を持った人たちを中心に地域の

人との交流を深める運動会です。どなた

でも参加できます。

日時　9月23日(日)10:00～14:30

場所　相模原市立桂北小学校体育館

参加費　100円（当日徴収）

駐車場　相模ダム管理所（企業庁）

※体育館履きをご用意ください

※動きやすい服装でご参加ください



（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 ８ ９

４:00～　職員会議

10 11 12 13 14 15 16

らくらく

パソコン広場

17 18 19 20 21 22 23

音楽ｻｰｸﾙ

４:00～　職員会議 お茶会･ゲーム大会

24 25 26 27 28 29 30

らくらく

４:00～　職員会議

パソコン広場

　　　　　フリースペース･･･開館日はいつでもご利用いただけます。

（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

作業 作業 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 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

17 18 19 20 21 22 23

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 おおおお茶会茶会茶会茶会････ゲームゲームゲームゲーム大会大会大会大会

24 25 26 27 28 29 30

作業 作業 作業

作業 作業 作業

敬老の日

振替休日

オギノパンオギノパンオギノパンオギノパン

工場見学工場見学工場見学工場見学

ほのぼのほのぼのほのぼのほのぼの

100100100100人運動会人運動会人運動会人運動会

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み お休み

秋分の日

お休み お休み

2012年９月の予定表

お休みお休み

お休み

2012年９月の予定表

9:30～18:00

お休み

 ４:０0～　全体

　　　　　職員会議

お休み

9:30～15:20
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