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★りんご製品出店予定★ 

にじいろ市場にじいろ市場にじいろ市場にじいろ市場    

（島田市役所ロビー） 

毎週水曜日 

10:00～13:00 

ふれあい広場ふれあい広場ふれあい広場ふれあい広場    

（プラザおおるり） 

9月29日(日) 

9:30～14:00 

(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 

(有)金谷環境 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 

(有)金谷環境 様 

(株)日本防災システム 様 

日本連合警備(株) 様 

ナカダ産業(株) 様 

(有)ヤナザイ 様 

(株)ビセイ 様 

カカーズ 様 

佐野建設・設計 様 

ぞうさん企業組合 様 

ご支援ありがとうございます。 

寄付・賛助会員様ご紹介寄付・賛助会員様ご紹介寄付・賛助会員様ご紹介寄付・賛助会員様ご紹介    

かりんかりんかりんかりん    作品展作品展作品展作品展    

お問合せ先 
    0547054705470547----54545454----4787478747874787        

厨房からのお知らせ厨房からのお知らせ厨房からのお知らせ厨房からのお知らせ 

【 令 和 元 年 】 

梅ジュース250g ２50円 

各種ギフトのご注文もお気軽にお問合せ下さい。 

今年も、利用者様と収

穫した梅で梅ジュース

を作りました。 

クエン酸たっぷり、 

元気に夏を過ごしま

しょう♪ 

４～５倍に薄めてお召

し上がりください。 

 梅雨が明けると本格的な夏。天気や気候の変化が大きい季節となり

ます。体調管理に気をつけながら、今月も楽しく過ごしていきたいで

す。熱中症対策では、こまめに数分補給をしましょう。 

家庭で簡単にできる「経口補水液の作り方」を紹介します。 

【家庭で簡単にできる 

「経口補水液」の作り方】 

 

①湯冷まし1ﾘｯﾄﾙに対し、 
食塩3g（小さじ1/2杯）、 
砂糖 40g（大さじ 4杯と 1/2
杯）を入れよく溶かします。 
 
②お好みで、レモンや、グ
レープフルーツを入れると、
飲みやすくなり、カリウムの
補給にもなります。 

１．遠州三山風鈴まつり 

  法多山法多山法多山法多山、、、、油山寺油山寺油山寺油山寺、、、、可睡斎可睡斎可睡斎可睡斎 

風鈴風鈴風鈴風鈴のののの涼涼涼涼しいしいしいしい音色音色音色音色でででで夏夏夏夏のののの暑暑暑暑さをしのぎさをしのぎさをしのぎさをしのぎ
ませんかませんかませんかませんか。。。。    

２．浜松恐竜ワールド2019 

開催期間 7/27～9/1 
アクトシティアクトシティアクトシティアクトシティ浜松展示浜松展示浜松展示浜松展示イベントホールイベントホールイベントホールイベントホール    
※※※※手帳所持者手帳所持者手帳所持者手帳所持者はははは本人本人本人本人のみのみのみのみ当日料金当日料金当日料金当日料金のののの半額半額半額半額    

体調体調体調体調15151515ｍｍｍｍにににに達達達達するするするする巨大巨大巨大巨大なエウヘロプスなエウヘロプスなエウヘロプスなエウヘロプス、、、、ティティティティ
ラノサウルスがこのラノサウルスがこのラノサウルスがこのラノサウルスがこの夏浜松夏浜松夏浜松夏浜松にやってきますにやってきますにやってきますにやってきます。。。。    

～ イベント情報 ～～ イベント情報 ～～ イベント情報 ～～ イベント情報 ～    

開催期間 5/18～8/31 

 岸の畑・金谷の飯塚さん・ 
矢嶋さんのお宅にじゃがいも
掘りに行ってきました。 
畑で収穫したインゲン、 
そら豆、玉ねぎなどが 

市役所で沢山売れました。 

 うぇるび～通信 

2222０１９年７月１５日 発行 ０１９年７月１５日 発行 ０１９年７月１５日 発行 ０１９年７月１５日 発行     発行責任： 代表理事  榎田 浩幸 

初倉事業所初倉事業所初倉事業所初倉事業所   〒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 

柳町事業所柳町事業所柳町事業所柳町事業所   〒427-0021  島田市柳町 7 - 7 ☎ ０５４７－３７－２０６６ 

   放課後等デイ 『おれんじ柳町 』  

中溝事業所中溝事業所中溝事業所中溝事業所        〒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』 

坂口事業所坂口事業所坂口事業所坂口事業所   〒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 』 

金谷事業所金谷事業所金谷事業所金谷事業所  〒428-0007 島田市島572-2    ☎ ０５４７－３９－３４３３ 

   グループホーム『陽だまり』 

１ 

 

２０１９年 

    

ひだまりサロンひだまりサロンひだまりサロンひだまりサロン  

グループホーム陽だまりグループホーム陽だまりグループホーム陽だまりグループホーム陽だまり    

 6月から入居者様が南棟6名北棟3名になりました。 
生活介護の事業所やB型事業所から帰ってこられる4時頃はとても賑やかになります。 
入浴や夕食までの時間を玄関のロビーを歩いたり、ソファーに寝そべったり、カフェ厨房のカウ

ンターで過ごされる方が多くなりました。 
7月8月と暑さが増していきますが、厨房では食中毒に気を付け、調理していきます。  

 6月30日第2回目の布草履つくりをCCキッチンと合同で実施しました。 
高齢者、障がい者、子供の参加があり、みんな熱心に取り組み、右左、一足を仕上げることが

できました。またやりたいという声もあり、秋に企画します。  

CCCCCCCCキッチンキッチンキッチンキッチン  

 4月4日に実施したデンマークの

エグモントホイスコーレの修学旅行

生との交流の報告書ができました。

写真をいっぱい貼りつけたので19

ページになってしまいました。 

興味のある方はひだまりカフェにご

連絡ください。郵送いたします。 

第2水曜日に実施し
ている操体法とい
う体操で、股関節
を鍛えています。 

第4水曜日の 
マージャン、 

参加者大募集をしま
す。初心者に丁寧に

に教えます。 

７月２１日～３１日 
８月２１日～３１日 

子どもランチ無料日子どもランチ無料日子どもランチ無料日子どもランチ無料日    

※ひだまりでお勉強した
人のみ無料になります！ 

チョークアート講座チョークアート講座チョークアート講座チョークアート講座    

（ひだまりサロンと合同）（ひだまりサロンと合同）（ひだまりサロンと合同）（ひだまりサロンと合同）    

無料 
期間 

開催日 ７月２１日 

同日、７月生まれの子の 
誕生日会も開催します☆ 
（新作クッキーがもらえるよ） 

お誕生日でない子も
チョコチップクッキー

がもらえるよ！ 
みんな来てね♪ 

ひだまりカフェひだまりカフェひだまりカフェひだまりカフェ    

管理責任者：津田 



 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．８９  管理責任者：五條 

２ 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．８０  管理責任者：今井 

積木遊びに夢中！ 

お友だちとオセロ対決！！ 

可愛い絵を描いてくれました★ 

その絵を柱に飾りました♪ 

土曜開所日 

焼津市消防防災センター 

 今月の後半より夏休みに入ります。暑さや熱中症には充分注意して、安全に楽しく、 

たくさんの経験を重ねていきましょう。 

6月のうえるびー研修は「福祉サービス事業所の支援のあり方」についてお話をして頂き

ました。 
その中で「個別支援計画」についてのお話がありました。支援計画作成のためには保護者様

をはじめ、学校や行政、相談支援事業者など多方面からの情報収集を行う必要があります。

中でもお母様方からの情報は大変重要なものととらえています。今後もご本人に寄り添える

ような支援計画作成のために、ご協力をよろしくお願い致します。 

いよいよ夏休みが始まります。今年も子どもたちが楽しめる活動を企画しました（夏休みの計画表

をご覧ください）。計画表をご覧のうえ、忘れ物がないよう、準備にご協力ください。事故やケガに

は十分注意し、楽しい夏休みを過ごしたいと思います。 

今後の予定（追加） 

 

8/ 6（火）静岡ホビースクエアー 
8/ 8（木）15：00～15：45 ドックセラピー 
8/20（火）スポーツ巡回指導 
9/19（木）15：00～15：45 ドックセラピー 

近所のお稲荷さんで水遊び 中央公園 セラピードッグ バンビちゃん 

土曜開所日 父の日 コースター作り 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．６３  管理責任者：榎田 

３ 

 放課後等デイサービス      児童発達支援 

「 おれんじ中溝 」    「いちご」 

  

  おたより Ｎｏ．５１  管理責任者：高森  

 もうすぐ夏休みですね。坂口では今年も色々と計画をしています。ご利用時の準備が毎回違

いますので、ご確認のご協力お願いいたします。お出かけする事が多いので、帽子・水筒・タ

オルは毎回リュックの中に入れて持たせて下さい。お休みする時には、早めにご連絡頂けると

大変助かります。追加ご利用可能日もございますのでご希望がございましたらご連絡下さい。  

今年の、わっしょい坂口の焼き芋は自分達で作ります(^^)v みんな大好きなきゅうり・ 
プチトマトも植えました 

自分でお弁当を作って畑作りの前に食べました ホットケーキ作り 

 ６月に入り雨の降る日が多くなりました。図書館に出かけ、読み聞かせコーナー

で絵本や大きな紙芝居を読んだり、室内では紫陽花等の制作を行いました。 
 夏休みまであと少し、元気に過ごしましょう♪ 

6/1吉田運動会＆6/2藤特祭りに 
行ってきました。 
普段の授業や作業の様子が垣間 
見え、いつも見ることのできない
様子を見させていただきました♪ 
子どもたちの頑張る姿がたくさん
見られた素敵な運動会＆お祭りで
した♪ 

ボーリングボーリングボーリングボーリング♪♪♪♪    
ストライクストライクストライクストライク目指目指目指目指しししし
てててて思思思思いっきりいっきりいっきりいっきり投投投投げげげげ
ましたましたましたました！！！！ 


