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早春ウォーキング
『ポスター作り』
かりんさんの余暇の時間
に、絵を描いたり色塗りを
しています。

２０１９年
プランターカバー
製作中です
製作中です♪
です♪

発行責任： 代表理事 榎田 浩幸
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金谷事業所 〒428-0007 島田市島572-2
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グループホーム『陽だまり』

グループホーム陽だまり

厨房からのお知らせ

かりん 作品展

3月は通所している事業所での旅行があります。京都へ1泊で行く事業所、富士急ハイランド
へ行く事業所もあります。入居さんは毎日毎日楽しみにしておられます。

ひだまりカフェ

もうすぐ春ですね♪
桜のクッキーで春を
感じてください！

桜クッキー100
クッキー100円
100円

いろいろな味を5種類
一 度 に 楽 し め ま す！
（クッキーの種類は時期
によって変わります。）

ミックスクッキー200
ミックスクッキー200円
200円

【 節分 】

★りんご製品出店予定★
金谷地区合同文化祭

にじいろ市場

（みんくる）

（島田市役所ロビー）

３月2
３月2４日（日）
9:30～15:00

毎週水曜日
10:00～13:00

各種ギフトのご注文もお気軽にお問合せ下さい♪

お問合せ先

05470547-5454-4787

寒さの中にも少しずつ春の暖かい日差しが感じられるようになりまし
た。インフルエンザの猛威も少し聞かなくなり今度は花粉症ですね。
もうすぐ新しい年度を迎えるにあたり、移動支援を利用したいとのお声
をかけて頂いています。支援はやはり土日に集中しています。
そこで、ヘルパーとして一緒に活動して下さる方を募集しています。
お友達や、お知り合いの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください。
（初任者研修またはヘルパー２級を修了の方をお願いします。）
～ イベント情報 ～
3/15～4/7 藤枝金比羅山・
藤枝金比羅山・瀬戸川桜まつり
瀬戸川桜まつり
東海地区最大級２㎞の桜トンネルです。
3/30㈯にはさわやかウォーキングも開催されま
す。（スタート西焼津駅ゴール藤枝駅）
チューリップまつり2019in吉田
2019in吉田
3/30～4/7㈰チューリップまつり2019in
10万本のチューリップが彩り鮮やかにお出迎え
開催場所：県営吉田公園

４

寄付・賛助会員様ご紹介
(株) セキュア 様
(株) 中部流通センター 様
(株) 丸紅 様
(株) エストラスト 様
木曽原 英次 様
島田ライオンズクラブ 様
秋野 さち子 様
小梯 重範 様
津田 惠子 様
田中 健 様

ご支援ありがとう
ございます。

世間では２，８という言葉があります。2月8月は商
売あがったりという意味だそうです。
ひだまりカフェも2月はお客さんも少なめでした。
今月は、2月のうちから4~5組のご予約を頂いており
ます。色々な団体の皆様に使っていただき、大変嬉し
く思います。
またこの頃は、デザートもミニシフォンケーキや
チョコムースを作っています。ドリンクのおすすめは
シークワーサーの酵素ジュースです。いつも野菜をく
ださる飯塚さんが金谷の神谷城で栽培されたものをＢ
型 事 業 所「り ん ご」の 利 用 者 さ ん が 収 穫 し に 行 き、
ジュースを絞り、カフェで酵素ジュースにしました。
これからの季節さわやかな風味を楽しんでください。

ひだまりサロン

CCキッチン
CCキッチン

居場所の2月「マージャンを楽しもう」の日、男性が3人来てくださって麻
1月2月は合同で
雀を楽しんでくださいました。
着物を着てお茶会
や百人一首を
楽しみました!
ＣＣキッチンにカーブス島田店のフードドライブで、会員さんからたくさ
んの食材をいただきました。この食材を使って春休みに子どもたちに無料 高校生も障がいの
ある方も子どもも
で昼食を提供しようと思います。
みんな一緒。
3月21日から31日（26日火曜日は定休日）です。対象は中学生までにしま
す。パスタやおそばなど麺類が中心になると思います。
4月4日はデンマークのエグモントホイスコーレの学生と教師が40名ひだま
りカフェへ来られます。着物を着てお隣の「こころ」さんや高齢者の「ふ
れあい」さん、「うららデイルーム」さんへ訪問し交流をされます。
今、いつもご協力くださる加藤さんと着物をそろえています。20人分と車
いすの方5名分です。車いすの方のために加藤さんが知恵を絞って着物を
改造してくださいました。きっと喜んでもらえることでしょう。
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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．８５

「 おれんじ坂口 」だより

管理責任者：榎田

Ｎｏ．５９
三月と言えば、卒業の季節ですね。おれんじ柳町でも、この三月でご卒業、ご進学に合わせ、おれ
んじ柳町を卒業となるお友だちがいらっしゃいます。皆さんが4月からの新しい生活に早く慣れ、楽し
く充実した毎日を送れるよう職員一同、願っております。また、近くに来た際はお顔を見せてくれる
だけでも構いません、ぜひ立ち寄って下さいね。
三月の後半の春休みには、外出や調理などを予定しております。持ち物など準備へのご協力よろし
くお願い致します。

管理責任者：五條

おれんじ坂口では今年度も色々な経験や体験を行い、お子様達と楽しい時間を過ごしてきました。
これからもお子様、保護者の皆様からご希望を伺いながら、活動に反映させていきたいと思います。
年に２回の「おしゃべり会」も定着しつつあり、先輩のお母様達に質問や疑問をなげかけたり、
情報交換をしたりと、貴重な場となっています。ご都合がよろしい方は、是非ご参加下さい。
坂口をご利用でない方も大歓迎です！

冬休みに
冬休みに行
みに行った陶芸
った陶芸が
陶芸が完成しました
完成しました！
しました！

「11ぴきのねこ
11ぴきのねこ」「
ぴきのねこ」「こぐまちゃんえほん
」「こぐまちゃんえほん」
こぐまちゃんえほん」
などの展示
などの展示を
展示を見に行ってきました。
ってきました。

焼津の
焼津の「うみしる」
うみしる」へ行きました。
きました。
ロープワークのお手本
手本を
ロープワークのお
手本 を見 ながらロー
プ結びにチャレンジ！
びにチャレンジ！

カプラとジェンガ
を使ってお家作
ってお家作り
家作り

自分で
自分で好きなお菓子
きなお菓子を
菓子を
選び、おやつにパクリ！
おやつにパクリ！

放課後等デイサービス

「 おれんじ初倉 」だより
Ｎｏ．７６

放課後等デイサービス

「 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．４７

管理責任者：高森

日に日に厳しい寒さも和らぎ、春の陽気を感じられるようになりました。
二月は節分に豆まき大会・バレンタインにチョコレートカップケーキ作りをしました。
鬼に向かって豆をたくさん投げ、ケーキ作りではチョコレートのいい香りに、出来上がりを待ち
きれない様子でした！
暖かい日には日向ぼっこをしながらシャボン玉をして遊びました。今年度もいよいよわずかと
なりました。来年度に向けて元気に過ごしましょう！

春とはいえまだまだ寒い日が続きます。今年は花粉も多いようで、辛そうにされている利
用者様もいらっしゃいます。
体質もですが、性格や特性、能力など一人ひとり違います。おれんじ初倉ではそれぞれの
方の個性を理解し、支援を行っています。その中の一つのコミュニケーションですが、文字
や言葉、サイン、ジェスチャー、絵カードや写真など、ご本人がどのような方法で一番理解
できるのかを把握し、必要な方法を利用することで理解力が深まる場合も少なくありませ
ん。今後もご本人の得意なことや苦手なことなども含めたくさんの情報をお知らせ下さい。
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