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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９月１日発行

　食欲の秋。スポーツの秋です。9月22日に予定している『ほのぼの100人運動会』は

なんと今年で25回目となります。継続は“何とかなり”と言いますが、連続して25回

を数えるイベントはそうめったにあるものではありません。今年も多くの方々、団体よ

り支援を受けました。その期待に応えるためにも参加者一同心ゆくまでスポーツを堪能

したいと思っております。

8月15日

先生と一緒に

ダンス♪ダンス♪

ピザも上手に

できました

8月9日

毎年恒例の

手打ちうどん

＆流しソーメン

8月29日

ｼﾘｺﾝﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ

可愛い小物入れが

できました



　　　　　　　　　　　　SSTSSTSSTSST研修研修研修研修

　場所　　緑センターやまのべ

　日時　　９月３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　９月28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12日（木）　26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

　　みんなでみんなでみんなでみんなで歌歌歌歌おうおうおうおう

合唱サークル「ニナ・ハーモニー相模湖」

が特別参加して素敵な合唱を披露してくれ

ます。

一緒にみんなで歌えるコーナーもたっぷり

用意しています。

　日時　９月24日（火）14:00～15:00

　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　9月13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

　ポップス好きよ集まれ

　ビートルズをやるぞ！！

　（ポール･マッカートニー来日決定！）

　日時　９月28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　９月20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

　紙バンドで作るプチバスケット

　

　日時　9月13日（金）10:00～

　費用　550円

　利用対象者

　　　プログラム利用登録者

　　　生産部門登録者

　　　　　　　　バーベキューバーベキューバーベキューバーベキュー大会大会大会大会

　日時　9月24日（火）10:00～

　参加費　500円

　利用対象者　プログラム利用登録者

　　　　　　　生産部門登録者



30日

(月)

　厚あげピリ辛きのこあんかけ

　白菜サラダ　きのこのみそ汁

　低カロリーメニュー　518kcal

☆食事1回300円

　前日、午後5時までに予約してください。

27日

(金)

24日

(火)

９日

(月)

　キャベツと豚肉のみそ炒め

13日

(金)

10日

(火)

　トンカツ

　もやしの梅肉和え

　水菜のベーコン炒め

　もやしとチクワのおひたし

　豚肉のしょうが焼き

　トマトのサラダ

　低カロリーメニュー　520kcal

　韓国風焼肉　　オクラスープ

　ほうれん草からし和え

　低カロリーメニュー　471kcal

　とり肉ポン酢かけ

　大根サラダ　　めかぶみそ汁

　低カロリーメニュー　429kcal

　いんげんとイカの

　　　　ガーリック炒め

３日

(火)

　ポケットポケットポケットポケットさんさんさんさん　　　　食事会食事会食事会食事会

　バーベキュー

　　会費　500円

20日

(金)

　肉豆腐

　切り干し大根のサラダ

　低カロリーメニュー　500kcal

17日

(火)

　マーボーナス

　小松菜のナムル

６日

(金)

２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

　

　　　　　　手作りハッピータイム

　　　　こころの作品展

　こころの作品展は、心に病をお持ちの方が、

　カミング、みなみ風の活動で制作した作品を

　展示します。

　会場　ギャラリー　みどり

　　　　相模原市南区南台4-13-19

　　　　稲葉ビルB1階

　日時　９月26日(木)～28日(土)

　　　　10:00～17:00(最終日は16:00まで)

　入場無料　申込不要

　主催　地域活動支援センターカミング

　　　　　　　　　042-759-5117



（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

SST

４:30～　職員会議

9 10 11 12 13 14 15

らくらく 手芸ｻｰｸﾙ

パソコン広場

ピアセッション

16 17 18 19 20 21 22

４:30～　職員会議 お茶会

23 24 25 26 27 28 29

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ らくらく

音楽ｻｰｸﾙ

みんなで歌おう パソコン広場

ｷﾞﾀｰ&ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ

30

（生産活動部門登録者）

月 火 水 木 金 土 日

1

お休み

2 3 4 5 6 7 8

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業･SST 作業 作業 作業

9 10 11 12 13 14 15

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･ﾋﾟｱｾｯｼｮﾝ

16 17 18 19 20 21 22

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業･お茶会

23 24 25 26 27 28　お休み 29

バーベキュー 作業 作業 作業 音楽ｻｰｸﾙ

みんなで歌おう 作業 作業 作業 ｷﾞﾀｰ&ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ

30

作業

作業

　　　フリースペース･･･開館日はいつでもご利用いただけます。

 ４:30～　　全体

　　　　職員会議

敬老の日

秋分の日

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

9:30～15:20

お休み

お休み

お休み

お休み

2013年９月の予定表

お休み

ほのぼの100人

運動会

2013年９月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み
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４:30～職員会議


