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★りんご製品出店予定★ 

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 

障がい者絆フェスタ障がい者絆フェスタ障がい者絆フェスタ障がい者絆フェスタ

『 ｍａｒｕ 』『 ｍａｒｕ 』『 ｍａｒｕ 』『 ｍａｒｕ 』    

（金谷公民館みんくる） 

11月10日(日) 

9:00～15:00 

(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    

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

各種ギフトのご注文もお気軽にお問合せ下さい。 

●１０月５日１０月５日１０月５日１０月５日(土土土土) 

願いを書き、笹に

飾りました。みん

なの思いが天に届

きますように♪ 

島田市健康づくり課の方達

がブラッシング指導・健康

指導に来てくれました。 

かりんかりんかりんかりん    作品展作品展作品展作品展 

トーマスを見に 
行ってきました！ 

【 トーマス号・ジェームス号 】 

畑で利用者さんが収穫した赤じそ

を1枚1枚洗い、しそジュースを

作りました。しその効能とクエン

酸効果で夏の疲れを取りさろう!! 

水やソーダで割ったり、ﾖｰｸﾞﾙﾄ

にかけるのもおすすめです。 

しそジュース ２５0円 

 ９月に入っても夏を思わせるような暑い毎日が続いています。 

 ８月の移動支援では暑さの為、屋内で楽しむ科学館、美術館、ボー

リングなどの支援が多く見られました。 

体調を崩す人もみられ、スタート時の体調チェック水分補給などに

しっかり努めましょう。 

～ イベント情報 ～ 

さわやかウォーキングが再開

されました！ 

●１０月６日１０月６日１０月６日１０月６日(日日日日) 

三年に一度の大江戸藤枝 

大祭りと食べ歩き 

ふじ・紙のアートミュージアム 

と軽トラ市を楽しむ 

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 

2019年 9月 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 定休日  4 手芸を楽しもう 5 6 7 

8 9 10 定休日  11 操体法教室 12 13 14 臨時休業 

15 臨時休業 16 17 定休日 18 19 20 21 

22 ccｷｯﾁﾝ 

   ﾎﾟｼｪｯﾄ作り 

23 24 定休日 25 麻雀を楽しもう 26 27 28 

29 臨時休業 30      

 うぇるび～通信 

2222０１９年９月１５日 発行 ０１９年９月１５日 発行 ０１９年９月１５日 発行 ０１９年９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２０１９年２０１９年２０１９年    

    

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    

 入居者さんが９名となり、皆さんその暮らしになじんできているようです。陽だまりの夕食は

１８時ですが、「おなかすいた～」といって、調理しているカウンターで待っている方が複数に

なってきました。各事業所で食べる昼食が少ないとは考えられません。陽だまりの食事がおいし

いので、待ちかねていると勝手に解釈しています。 
 今日のデザートはヨーグルトにうぇるびーの畑でとれたブルーベリーをソースにしてかけまし

た。白と紫の色彩が食欲をそそります。  

 

８月は缶バッチづく

りと大きなしゃぼん

玉遊びでした。 

うぇるびーの特製

クッキーでお誕生会

もしました。  

 

９月２２日は小さなポシェットを作

ります。針を持ったことがない子

も作れるようにお手伝いします。

猫の顔がついている可愛いポ

シェットです。お手伝いしてくだ

さる方を募集しています。      

 CCキッチンのことが島田の議会だよりに載りました。それを見て、２人の方からアプローチがあ

りました。 
一人の方は島田市東町の『ベーカリーラボ』というパン屋さんです。「売れ残りのパンを冷凍して

ありますので、子ども達に食べさせてあげてください」とおっしゃていただいたので、早速もらい

に行きました。 
試食してみると、あまりのおいしさに驚きました。デニッシュ生地の食パンです。オレンジピール

とチーズ入り、たくさんの干しブドウ入り、トマトとチーズとハム入り、プレーンなど。 
子どもさんと一緒に来られた方にも試食してもらいます。 
もう一人の方は「チラシつくりや企画や寄付集めをお手伝いします」と言ってくださいました。 
 早速、自ビールつくりの講習会を企画してもらいます。１０月１９日か２６日を予定していま

9月休業日のお知らせ月休業日のお知らせ月休業日のお知らせ月休業日のお知らせ  

※カフェは９月１４日、１５日、２９日は臨時休業です。 

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    
管理責任者：津田 

CCCCCCCCキッチンキッチンキッチンキッチン  



 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．９１  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．８２  管理責任者：今井 

夏休みもようやく終わり、新学期のスタートです。秋の気配は感じるものの、日中はまだまだ暑い

日が続きます。引き続き、体調管理に気を付けて体調を整えましょう。 

今年の夏休みも、急な体調不良や事故等もなく、楽しく過ごすことが出来ました。保護者の皆さ

ま、夏休み中は活動の準備等、ご協力いただきありがとうございました。 

馬をなでなで どれにしようかな 

高くつめたよ 
工場見学 プリン美味しい 

すご～い 

 

できた！ 

ちんどん屋 

 美味しい？ 

社協さん主催の社会福
祉体験に参加しまし
た。大型アートにみん
なで絵を描きました！
他の学校のお友だちと
も交流が出来て良い体
験になりました。 

ちょうど出発前
の大きなSLに遭
遇！迫力に釘付
けでした！ 

積木で大き
な 道 路 を
作っていま
した★ 

ひだまり
に“ちん
どん屋”
さんがき
てくれま
した♪ 

朝夕の風も涼しくなってまいりました。夏の疲れの出やすいときです。学校の行事も増え

てくる時期ですので、ご本人の体調や様子を伺いながら楽しく、無理のないように活動の支

援を行ってまいります。 

 活動中のけがなど、大ごとにならなくても事故やヒヤリとする場面には十分注意が必要で

す。何か事が起こった時にはなぜ、どのようなことが起こったのか、どのような対応をした

のか、必要だったのかなど職員内で情報を収集し、今後の対応を共有していく必要がありま

す。もちろん保護者の皆さまからの情報やご協力もとても大切です。おれんじでのこと、お

れんじ以外のこと、ぜひいろいろとお話を聞かせてください。よろしくお願いいたします。 

 
 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．６５  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．５３  管理責任者：高森  

 今年の夏も、とても暑かったですね。暑さ対策のため活動を変更することもありましたが、持ち物

の準備等ご協力ありがとうございました。この夏休みも、体験・経験を積むことを主に活動しまし

た。写真で紹介した以外にも陶芸・外食体験・昼食の買い物体験・ちんどん屋見学・工場見学等を行

いました。日々の積み重ねもあり、どこに行っても子ども達はマナーやルールを守ることができまし

た。とても素晴らしかったです！ 

男女のエリアを決めて楽しみました 東海大学海洋科学博物館 
松林堂さんのかき氷勿論 
お代わりしました✌ 

皆、制服決まっているでしょう 盛り上がった流しそうめん 白馬に会いに行きました 

 夏休みが明け、二学期がスタートしました。夏休みには様々な活動をして過ごしました。 
製作活動ではみんなの手形であさがおを作ったり、ビー玉と絵具を使って花火を描きました。 
またクッキングではケーキやプリンを作り、部屋中おいしそうな香りにつつまれました。 
毎年恒例の絵本の読み聞かせボランティアさんの訪問・セラピー犬のバンビちゃんが 
遊びに来てくれるなどなど、たくさんの思い出ができました。 
 ９月に入ってもまだまだ暑い日が続いています。体調管理をしながら秋の訪れを待ちましょう！ 


