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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４月１日発行

　寒さが続いた反動で桜の開花が早まり、一気に暖かさが増してきました。さて、平成

23年に地域活動支援センターとしてスタートしてから4月で3年目を迎えます。この間

旧来からの生産活動に加えてさまざまなプログラム活動、地域交流活動等を通じて地域

の方々との絆も一層深まったように思われます。

　本年度は相談支援にも力を入れ、利用者の皆様がより暮らしやすく、のびのびとでき

る環境作りを目指して参ります。

　　みんなで

ミウルを作りました♪

利用者さんの作品です



　　　　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　4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

　　　　　　　　女子女子女子女子のののの会会会会「「「「レジンクラフトレジンクラフトレジンクラフトレジンクラフト」」」」

自分だけのアクセサリーを作ってみませんか？

日時　４月８日（月）13:00～

費用　500円

参加する方は事前にセンターまで

申し込んでください。先着7名までです。

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　４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

　　　　男子男子男子男子のののの会会会会

　　　　　　　　センターの近くを歩きます

日時　４月８日（月）13:00～

参加する方は事前にセンターまで

申し込んでください。

歩きやすい格好で参加してください。

雨天の場合はDVD鑑賞会です。

利用対象者

　プログラム利用登録者

　生産部門登録者

“顕鏡寺”に行ってみませんか

　　　「　　　「　　　「　　　「ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング」」」」

石老山のふもとにあるお寺まで歩きます。

日時　　4月24日（水）10:00～

持ち物　お弁当、飲み物など

センターに集合

路線バスで移動し、リフレッシュセンターを起

点として出発します。歩きやすい格好で参加し

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

　みんなでみんなでみんなでみんなで餃子餃子餃子餃子をををを作作作作りましょうりましょうりましょうりましょう

日時　４月19日（金）10:00～

会費　300円

利用対象者

　プログラム利用登録者　生産部門登録者



☆食事1回300円

　前日、午後5時までに予約してください。

30日

(火)

　ピーマンの肉詰め

　青菜のおひたし

26日

(金)

　とんかつ

　サラダ　みそ汁

1日

(月)

23日

(火)

　ロールキャベツ

　サラダ

16日

(火)

15日

(月)

19日

(金)

　　　　みんなでみんなでみんなでみんなで餃子餃子餃子餃子をををを作作作作りましょうりましょうりましょうりましょう

９日

(火)

５日

(金)

　魚のムニエル

　炒りおから

　チンジャオロースー

　ホイル焼き

　サラダ　スープ

22日

(月)

　冷シャブ

　みそ汁

1２

日

(金)

　春巻き

　サラダ　スープ

　白菜とさつま揚げの中華炒め

　コロッケ

　いかフライ

　煮物

２日

(火)

　コーンとツナの炊き込み

　牛肉とブロッコリーの炒め物

８日

(月)

　しょうが焼き

　サラダ　スープ

４４４４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　４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

　　　やまなみやまなみやまなみやまなみ祭祭祭祭りりりりに参加します

日時　4月29日（祝）10:00～15:20

相模湖で行われるやまなみ祭りで、たこ焼き

の販売をします。

利用対象者　プログラム利用登録者

　　　　　　生産部門登録者

４月からSST研修、ピアサポート養成研修を

始めます。ぜひご参加ください。

利用対象者　プログラム利用登録者

　　　　　　生産部門登録者

　　　　　　※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　　以下のとおりです。

　　＊ＳＳＴ＊ＳＳＴ＊ＳＳＴ＊ＳＳＴ研修研修研修研修（第一クール5回）

　　　①4月2日（火）14:00～15:20

　　　②  　9日（火）14:00～15:20

　　　③　16日（火）14:00～15:20

　　　④　23日（火）14:00～15:20

　　　⑤　30日（火）14:00～15:20

　　　第二クール以降の日程はあらためて

　　　お知らせします。

　　＊＊＊＊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

　　　1回目　4月5日（金）  13:00～15:00

　　　2回目　4月13日（土）13:00～15:00

　　　3回目　5月11日（土）13:00～15:00

　　　4回目　5月18日（土）13:00～15:00

　　　5回目　6月1日（土）  13:00～15:00

　　　日程については変更する場合があります。



（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 ピア研修

８ ９ 10 11 12 13 14

らくらく

男子の会･女子の会

パソコン広場

ピア研修

15 16 17 18 19 20 21

SST 餃子作り

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

ウォーキング パソコン広場

29 30

SST

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･SST 作業 作業 ピア研修

8 9 10 11 12 13 14

作業 作業 作業 作業 作業 お休み

男子の会･女子の会 作業･SST 作業 作業 作業 ピア研修

15 16 17 18 19 20 21

作業 作業 作業 作業 餃子作り

ミーティング 作業･SST 作業 作業 作業･お茶会

22 23 24 25 26 27 28

作業 作業 作業 作業 音楽サークル

作業 作業･SST 作業 作業 お休み

29 30 ５/１

作業

作業･SST

お休み

　　　　　SST

 ４:30～　　全体

　　　　職員会議

　　フリースペース･･･開館日はいつでもご利用いただけます。

29日の

振替休日

お休み

お休み

お休み

お休み

ウォーキング

やまなみやまなみやまなみやまなみ祭祭祭祭

2013年４月の予定表

お休み

お休み

2013年４月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

9:30～15:20

お休み
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