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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

　明けましておめでとうございます。昨年暮れの選挙で自民党政権が復活し、再び

安倍内閣が発足しました。国民の期待は何よりも景気回復を願っていることと思い

ます。福祉の世界でもより個人の人権と尊厳を尊重した障害者総合支援法が施行さ

れます。福祉に携わる私たちとしては原点に立ち帰り“真の支援のあり方とは何

か”を求め続けていく必要があるかと思われます。何はともあれ、明るい年を祈念

して“乾杯”です。

2012.11.30

芦ノ湖

湖畔にいた

『営業部長』さん

営業主任さん

営業課長さん

もいました

12月20日

みんなで

クリスマスケーキを

つくりました

ミカンの皮で・・・



　　　　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　1月26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

　　　　　　　　新年会新年会新年会新年会

日時　１月７日（月）

食費　600円（弁当代）

10時頃から希望者で初詣に行きま

す。その後、センターで食事会をしま

す。食事会に参加される方は予約して

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

　　　　もちつきもちつきもちつきもちつき大会大会大会大会

日時　1月11日（金）10:00～

場所　緑センターやまのべ

会費　500円（お昼代含む）

新年をお祝いして、もちつきをしま

す。

つきたてのおもちを味わいたい方

　集合！！

利用対象者

　プログラム利用登録者

　生産部門登録者

　　　　書初書初書初書初めめめめ大会大会大会大会

日時　1月22日（火）13:00～

書道の先生をお呼びして書初めをしま

す。道具はセンターで用意します。

利用対象者

　プログラム利用登録者

　生産部門登録者

　　　　　　　　男子男子男子男子のののの会会会会・・・・女子女子女子女子のののの会会会会

　　　日時　１月18日（金）13:00～

①①①①やまのべやまのべやまのべやまのべバンドバンドバンドバンド((((仮称仮称仮称仮称))))結成結成結成結成のののの集集集集いいいい

　　場所　センター作業室

　　　ギター、ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝなど楽器を持ち寄って

　　　演奏を楽しみます。歌もOK！

②②②②茶話会茶話会茶話会茶話会

　　場所　センターフリースペース

　　参加費　200円

　　　久々にお茶を飲みながらおしゃべりします。

　　　お茶菓子代を持ってきてください。

男子・女子何れも①か②のプログラムを選んで参加

してください。音楽を楽しむか、おしゃべりに興じ

るかあなたの自由です。

利用対象者

　プログラム利用登録者

　生産部門登録者



　七草粥

　とりのホイル焼き

25日

(金)

　カレーライス

　サラダ

　スープ

15日

(火)

8日

(火)

21日

(月)

18日

(金)

　クリームシチュー

　しめじとチンゲン菜の

　　　　　　　　　おひたし

　春巻き

　青菜と油揚げの煮びたし

　みそ汁

　もちつき大会

　とん汁

11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。

22日

(火)

29日

(火)

　さつま揚げ入り野菜あんかけ

　れんこんのはさみ揚げ

28日

(月)

　ポトフ

　サラダ（春雨サラダ）

　大根と牛肉巻きおでん

　ほうれん草と玉子の炒め物

　ミートボールの酢ぶた

　れんこんと糸こんにゃくの

　　　　　　　　　　きんぴら

1111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

　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　1月10日（木）

　　　　　24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

　　　　　　　　　　　　新春のつどい

　「ボルトナット会・

　　　　　　緑センターやまのべ共催」

日時：1月9日（水）12:00～

場所：ともしび喫茶「青林檎」

会費：1,000円

食事の後は緑センターやまのべに移動して

カラオケなど行います。

申込みが必要です。

緑センターやまのべ　042-684-3581

レイクサイド津久井　042-780-1980

　　　　お　礼

　先日の緑センターやまのべ祭りは、12月

にしてはおだやかな晴天になり多くの方に

来ていただきました。

　地域の方々との心温まる交流の一つ一つ

がみんなの心に残る一日となりました。

　ご協力くださいました関係者、関係機関

の皆様に心より感謝申し上げます。



（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 ８ ９ 10 11 12 13

らくらく

新年会 新春のつどい パソコン広場 もちつき大会

14 15 16 17 18 19 20

４:00～　職員会議 男子･女子の会

21 22 23 24 25 26 27

書初め大会 らくらく 音楽ｻｰｸﾙ

４:00～　職員会議

パソコン広場

28 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 8 9 10 11 12 13

作業 作業 作業 もちつきもちつきもちつきもちつき大会大会大会大会

ミーティングミーティングミーティングミーティング 新春新春新春新春のつどいのつどいのつどいのつどい 作業 作業

14 15 16 17 18 19 20

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 男子男子男子男子････女子女子女子女子のののの会会会会

21 22 23 24 25 26 27

作業 作業 作業 作業 作業

作業 書初書初書初書初めめめめ大会大会大会大会 作業 作業 作業

28 29 30 31

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業

お休み お休み お休み

 ４:０0～　全体

　　　　　職員会議

お休み お休み お休み

お休み

お休み

お休み

お休み

　　フリースペース･･･開館日はいつでもご利用いただけます。

※※※※12121212月月月月29292929日日日日((((土土土土))))からからからから1111月月月月3333日日日日((((木木木木))))までまでまでまでセンターセンターセンターセンターはおはおはおはお休休休休みですみですみですみです。。。。

お休み

お休み

※※※※生産活動部門生産活動部門生産活動部門生産活動部門はははは12121212月月月月29292929日日日日((((土土土土))))からからからから1111月月月月6666日日日日((((日日日日))))までおまでおまでおまでお休休休休みですみですみですみです。。。。

2013年1月の予定表

お休みお休み

お休み

2013年1月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

9:30～15:20

成人の日 お休み お休み

新年会新年会新年会新年会
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