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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
２０１4年７月１日発行

７月の朝歌はアナと雪の女王のテーマ曲「レット・イット・ゴー～ありのままに」に決定

しました。すでにご覧になった方もたくさんいるようですが、映画も歌もまさに大ブレー

ク中。松たか子とMay Jのどちらのバージョンで歌うか揉めましたが…。それにしても、

これって難しいですよね。小さな女の子が事もなげに歌っちゃうのにはビックリ。ついて

いけないのは私だけでしょうか？

生活教室で植えた

トマトが赤くなりました。

相模湖「COCCO＋」さんにて食事会

どのランチも美味しかったです♡

かわいいヒマワリも

咲きました。



　　　　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　7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

　　　　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　7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

　　　　                　　　　        おおおお茶会茶会茶会茶会

　日時　7月18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

　　　　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　7月11日（金）　1４:00～15:20
場所　緑センターやまのべ

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。

杏仁豆腐作杏仁豆腐作杏仁豆腐作杏仁豆腐作りりりり

日時　7月3日(木)　10：00～
場所　緑センターやまのべ

参加費　200円

ボーリングボーリングボーリングボーリング大会大会大会大会

日時　7月28日(月)
場所　高尾スターレーン

　　　　高尾駅より徒歩7分

参加費 1ゲーム400円((((障害者手帳利用時障害者手帳利用時障害者手帳利用時障害者手帳利用時)
靴レンタル料金　320円

高尾までの電車料金　200円(片道)
昼食代　600円～1000円くらい

集合時間　緑センターやまのべ　9時40分

事前の参加申し込みが必要になります。
緑センターやまのべ　042-684-5010

　　SST

　日時　7月8日・22日(火)
　　　　13：50～15：15
　場所　緑センターやまのべ

　利用対象者
　　　　生産活動利用登録者
　　　　プログラム利用登録者



8日
(火)

塩鮭ときゅうりの混ぜ寿司
揚げ出し豆腐

たなばたデコカレー
7日
(月)

1日
(火)

冷やし中華

ナスとピーマンの豚バラ
味噌照り焼き

29日
(火)

炊き込みの三色丼
11日
(金)

22日
(火)

　ゴーヤチャンプルー
　豆腐とトマトのあえもの

15日
(火)

ねぎしゃぶポン酢

14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

鶏肉のポン酢煮

ブリの照り焼き

牛丼

4日
(金)

25日
(金)

18日
(金)

マーボー茄子

7777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

　　　　ほのぼの100人運動会

実行委員会が開催され、

本年度は9月21日(日)に行われることが

決定しました。

次回実行委員会は7月28日(月)です。

　　　　　　七夕会七夕会七夕会七夕会

　　　　日時　　　7月7日(月)10:15～
　　　　場所　　　緑センターやまのべ
　　　　参加費　　300円

　　みんなで七夕デコカレーを作ります
　　笹の葉に願い事書いてみたり…。

　　　WRAP(元気回復行動プラン)

 元気でいるために、そして気分がすぐれないときに元気
になるために、また自分で責任をもって生活の主導権を
握り、自ら望むような人生を送るために、自分自身でデ
ザインするプランのことです。

日時　　８月５日(火)13：00～
場所　　緑センターやまのべ
講師　コープランドセンター認定
　　　　　　　　WRAPファシリテーター
　　　　　　　　　　　　　　佐々木　理恵　氏

参加対象者　　緑センター利用登録者
　　　　　　　家族の方
事前参加申し込みが必要です。
　　緑センターやまのべ　　TEL　042-684-5010



（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

４:00～　職員会議 杏仁豆腐作り

7 8 9 10 11 12 13

らくらく

七夕会 パソコン広場
ピア･セッション

14 15 16 17 18 19 20

４:00～　職員会議 お茶会 生活教室

21 22 23 24 25 26 27

SST らくらく

４:00～　職員会議
パソコン広場 音楽サークル

28 29 30 31

ボーリング大会 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

作業 作業 作業 作業

作業 作業 作業 作業

7 8 9 10 11 12 13

七夕会 作業 作業 作業 作業

作業 作業･SST 作業 作業 作業・ピア

14 15 16 17 18 19 20

作業 作業 作業 作業 作業

作業 作業･拡大M 作業 作業 作業

21 22 23 24 25 26 27

作業 作業 作業 作業

作業・SST 作業 作業 作業

28 29 30 31

作業 作業 作業

作業 作業 湖上祭準備

お休み

　　　　　SST
 ４:30～　　全体
　　　　職員会議

お休み

お休み

ボーリング

お休み

お休み

お休み

海の日 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

2014年7月の予定表

お休み

お休み

2014年7月の予定表

9:30～18:00

お休み

お休み

9:30～15:20
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