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12月5日に市内の事業所が集
ま り、島田 駅周辺 とＳＬ 公
園でゴミを拾いました！！
２０１９年

厨房からのお知らせ
かりん 作品展

年末には沢山のご注文をいただき
ありがとうございました。

発行責任： 代表理事 榎田 浩幸

初倉事業所 〒427-0111 島田市阪本 797-5
居宅介護等サービス受付・放課後等デイ『おれんじ初倉』 ☎ ０５４７－５４－４７８６
生活介護事業『 かりん 』 ・就労継続支援B型事業『 りんご 』 ☎ ０５４７－５４－４７８７
柳町事業所 〒427-0021 島田市柳町 7 - 7 ☎ ０５４７－３７－２０６６
放課後等デイ 『おれんじ柳町 』
中溝事業所 〒427-0043 島田市中溝4-5-5 ☎ ０５４７－５４－５１２１
放課後等デイ『おれんじ中溝』・児童発達支援『いちご』
坂口事業所 〒421-0411 牧之原市坂口633-2 ☎ ０５４８－２９－０２１９
放課後等デイ 『おれんじ坂口 』
金谷事業所 〒428-0007 島田市島572-2
☎ ０５４７－３９－３４３３
グループホーム『陽だまり』

２０１９年、あけましておめでとうございます。
日頃より、ご利用くださる皆様、会員の皆様、ご支援くださる皆様に支えられ新たな年
を迎えることができましたこと厚く御礼申し上げます。
「うぇるびー」発足から１５年目となる本年も、職員が一丸となり障がいを持たれる方
への支援は勿論、ノーマライゼーション社会の実現にむけて着実に取り組んでまいります
ので引き続き、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
認定NPO法人フリースペース・うぇるびー
代表理事 榎田 浩幸

グループホーム陽だまり

ひだまりカフェ

【 クリスマスツリー 】
うぇるびーの畑で収穫し
た柚子で、柚子胡椒を作
りました。お鍋、パスタ
などにいかがですか？
柚子胡椒 300円
300円

お問合せ先

節分に☆
かわいい鬼クッキーを
是非どうぞ♪
デコクッキー 250円
250円

05470547-5454-4787

★りんご製品出店予定★
作業学習発表会

島田市社会福祉大会

(藤枝特別支援学校)

（プラザおおるり）

1月26日（土）
26日（土）
9:45～11:30

2月23日（土）
23日（土）
12:00～16:00

3名の入居者さんと2019年元旦を迎えました。
5名の方はそれぞれご家族とともに暖かな、お正
月を過ごされたようです。
これからますます寒くなります。風邪をひか
ないように生活エリアでの過ごし方に配慮し、
食事でも風邪対策として、豚肉、ショウガ、ネ
ギ、柑橘類を多く取り入れていきます。

ひだまりサロン

CCキッチン
あけましておめでとうございます。
新春早々、初詣の支援で大井神社や小國神社
など、お参りに出掛ける利用者様もいました。
本年もヘルパー・職員一同、利用者様一人々の気持ちに
添った移動支援、居宅支援を行っていきたいと思います。
お気づきの点や、ご希望がございましたら、お気軽にお
申し出ください。よろしくお願い致します。

～ イベント紹介 ～
1月27日㈰ さわやかウォーキング
≪ 静 岡 鉄 道 沿 線 巡 り と「ち び ま る 子
ちゃんラッピング電車」見学≫
静岡鉄道長沼車庫にてちびまる子ちゃ
んラッピング電車デワ１形、Ａ３００
０形車両展示が見られます。
袋井市可睡斎ひなまつり
開催期間2019年1月1月～3月31日

みんなで大きな声で歌
いました！

４

うんとこしょどっこいしょ
と大きな声で“かぶ”をひ
ぱって抜きました♪

３２段、１２００体のひな壇をはじめ、
色とりどりの“さるぼぼ”が華やかに彩
ります。

11月からの値上げで若干の、売り上げの低下
を見込んでいましたが、新しいメニューのオム
ライスが人気なのと10枚つづりの回数券が好評
だったおかげで、売上総額はへこむことはあり
ませんでした。回数券を利用して、たくさんの
お客様が来て下さることに期待しております。
ご家族、ご友人を誘って是非お越しください。

12月は合同のクリスマス会をしました。今年は金谷高校有志の
バンドで盛り上がりました。参加者全員がカスタネットやマラ
カスなどをもって楽しみました。これらの打楽器などは島田市
社会福祉協議会からの助成金で用意しました。その後輪投げと
ボーリングのゲームでミカンとトイレットペーパーをゲット
し、ミニストップさんからの提供でケーキ、ひだまりカフェか
らのカレーとジュースでおなかは満足。最後のお土産は木村飲
料さんのシャンメリーとうぇるびー提供のチョコチップクッ
キーとAさん提供のグッズでしめくくり。グループホームの入居
者さんも参加し、楽しみました。

★これからの予定★
1月23日(水)㈬10:00～
1月27日(日)㈰ 9:00～
2月 6日(水)㈬10:00～
2月24日(日)㈰ 9:00～
3月 3日(日)㈰11:00～

申し込み先：070-1390-3030

麻雀を
麻雀を楽しもう
着物を
着物を着てお茶会
てお茶会 （※要申し込み、着物は用意します）
お寿司を
寿司を作ろう
着物を
着物を着て百人一首大会（※要申し込み、着物は用意します）
百人一首大会
チェロ演奏会
チェロ演奏会 奏者；竹花加奈子さん （※要申し込み）

１

放課後等デイサービス
放課後等デイサービス

「 おれんじ柳町 」だより
Ｎｏ．８３

「 おれんじ坂口 」だより

管理責任者：榎田

Ｎｏ．５７

管理責任者：五條

新年あけましておめでとうございます。本年もスタッフ一同、お子様達にたくさんの笑顔が見られ
るよう、支援・声かけ・配慮・構造化をいたしてまいります。お気づきの点等ございましたら、お気
軽にご意見をお願い致します。今年も長期休暇中等には色々な体験・経験ができるような活動を考え
ておりますので引き続き活動へのご準備等のご協力をお願い致します。

クッキング
おやつにサツマイモを
帯通り、島田駅へお散歩
焼きました。お姉さん
ちょっと気分転換にちょうどいい距離です。 たちが大活躍です。
静岡県水産技術研究所「うみしる」
焼津の深層水ミュージアムの近く
に新しくできた施設に行ってきま
した。ここでは大型水槽に泳ぐ海
の生き物や、県内の水産業に関す
る展示をしています。

12/25お楽しみ会を行いました。おやつに
食 べ る ケー キを 自 分たち で 飾り 付 け、
ゲームやビンゴなど で盛り上がりま し
た。こちらはお兄さんたちが進行のお手
伝いをしてくれました。

平成最後の年、新元号の元年となる一年がスタートしまし
た。今年も、子どもたち一人一人の個性、成長に寄り添える
ような支援を心がけてまいります。保護者の皆様におかれま
しては、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

駄菓子屋でお買い物★

放課後等デイサービス

楽しくて美味しい外食体験＊

今年はイチゴが採れるかも♪ つるも皆で協力収穫！

放課後等デイサービス

「 おれんじ初倉 」だより
Ｎｏ．７４

ｻﾝﾀさんからのプレゼント✨

「 おれんじ中溝 」

児童発達支援

「いちご」

管理責任者：今井

おたより

Ｎｏ．４５

管理責任者：高森

あけましておめでとうございます。寒さが続く中あっという間に新年を迎えました。今年も笑
顔たくさんの良き一年になりますように、本年もよろしくお願い致します。
12月は絵具やスタンプを使ってクリスマスリースを作ったり、年賀はがきを手作りしました♪
冬休みにはお買い物をしてケーキを作りました！
これから本格的な寒さが続きます。体調管理に気をつけながら過ごしましょう♪
以前行った時と
は違う玩具があ
り、リ ニ ュ ー ア
ルしていました!
ポンポンペタペタ
フリフリ♪
昨年中はご利用の皆様、保護者様をはじめ多くの皆様のご協力をいただきありがとうございまし
た。今年も皆様と一緒に利用者様の成長のお手伝いができるような支援を行ってまいります。よろ
しくお願いいたします。
皆様からこの一年での成長が感じられますが、高等部受験やご卒業を迎える方については特に
「高校生」「社会人」を意識した言動も見られる様になってまいりました。
今後も「おれんじ初倉」での様々な経験のなかでできることを増やし、気持ちをコントロールし
たり、切り替えができる力を身に付けていっていただけたらと思います。

２

足湯は気持ちいな♪
ぽかぽか温まる♪

ジャンボ干支の
迫力にびっくり!

３

