
おたより NO.６７ 

管理責任者：野中 

４ 

★りんご製品出店予定★ 

もえぎ祭りもえぎ祭りもえぎ祭りもえぎ祭り    

（吉田特別支援学校） 

１１月３０日(日) 

９：２０～１２：００ 

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。 

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 

かりん 余暇 ♪ 

音楽に合わせて身体を動かしたり、 

歌を歌って楽しく過ごしています。 

りんごのみんなで川根へブルーベリーの 

収穫に行ってきました。１粒ずつ丁寧に洗い、 

美味しいジャムができました。 

島田産の無農

薬緑茶を使用 

ゴロゴロ食感の 

ダイスチョコ 

もっと美味しくなりました！もっと美味しくなりました！もっと美味しくなりました！もっと美味しくなりました！    

 暑い夏も一段落してきました。 
猛暑の為お休みをしていた、 

毎週火曜日のカネハチ初倉店での 

資源回収と、クロネコヤマトの 

メール便配達のお仕事を再開しました。 
 今後は過ごしやすい季節となるので 

ウォーキング等で体力づくりを 

頑張ります！！ 

 １０月に入っても日中は強い日差しを受けますが夕方になると涼しい

風が吹き、過ごしやすい季節となってきました。 

 秋といえば旬の味覚、紅葉など、様々な秋のイベントがあります。 

移動支援で何人かのグループでのお出掛けなども楽しみたいですね。 

イベント情報 

笹間に行ってきました。 

小川港に水揚げされた旬のサバが味わえる 

人気のグルメイベントです。 

当日は「新鮮さば炭火焼き」の無料配布を 

始めイベントが盛りだくさんです！！ 

法多山全国だんごまつりと県内Ｂ級グルメ体験 

東海道線愛野駅スタート・ゴール 

日時 ２０１９年１１月２日（土） 

場所 焼津市小川港外港 

日時 ２０１９年１１月３日（日） 

さわやかウォーキング 

小川港さば祭り 

「伝言ダイヤル ４７８６」 

利用者保護者様とヘルパーさんが

書面で行う 

「伝言ダイヤル ４７８６」を 

作りました。 

情報共有する為、支援時の様子、 

確認事項、ご家庭での生活の様子、

困っていることがあるか等々を 

お知らせください。 

プレミアム プレミアム 

緑茶クッキー ２５０円 チョコクッキー ２５０円 

和室はこれらのイベントのほか、 

グループでの会合や麻雀大会、 

お楽しみ会等を企画してお使いください。 

利用料一人１００円。予約が必要です。 

昼食をカフェでとっていただくと嬉しいです。 

 うぇるび～通信 
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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    

    

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 

 入居者さんの健康管理はうぇるびーの看護師さんに、毎月１回訪問してもらい血圧や体重を測定

し、体調確認の聞き取りをしてもらうようにしています。また、日中通っている事業所で年に１回

健康診断していただいている方もいますが、日中の通所先で健康診断を受けておられない３人の方

は、市の特定検診を受けました。特定検診を受けた３人の結果は高血圧や体脂肪等、日々の生活に

注意が必要とのことでした。入居者さんご本人と生活支援のスタッフ、厨房のスタッフと協力して

改善を目指していきます。 

 子ども食堂として島田市の議会だよりで紹介されて以来、様々な形のご支援をいた

だけるようになりました。先月報告した六合のベーカリーラボ様を皮切りに、（株）

丸紅様からは寄付金をいただきました。１０月中頃には、掛川市にあるグリフィス

フーズ（株）様からパンケーキミックスをいただく予定です。周辺からのご支援をい

ただくことができ、これからいつでも子供ランチは無料とすることにしました。 

日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 

１３１３１３１３ １４１４１４１４ １５１５１５１５ 

定休日定休日定休日定休日 

１６１６１６１６ １７１７１７１７ １８１８１８１８ １９１９１９１９ 

２０２０２０２０ ２１２１２１２１ ２２２２２２２２ 

定休日定休日定休日定休日 

２３２３２３２３ 

麻雀を麻雀を麻雀を麻雀を    

楽しもう楽しもう楽しもう楽しもう 

２４２４２４２４ ２５２５２５２５ ２６２６２６２６ 

２７２７２７２７ 

着物を着て着物を着て着物を着て着物を着て

お茶会お茶会お茶会お茶会 

２８２８２８２８ ２９２９２９２９ 

定休日定休日定休日定休日 

３０３０３０３０                

 

                    １１１１ ２２２２ 

３３３３ ４４４４ ５５５５ 

定休日定休日定休日定休日 

６６６６ 

手芸を手芸を手芸を手芸を    

楽しもう楽しもう楽しもう楽しもう 

７７７７ ８８８８ ９９９９ 

１０１０１０１０ １１１１１１１１ １２１２１２１２ 

定休日定休日定休日定休日 

１３１３１３１３ 

操県集会操県集会操県集会操県集会    

体法教室体法教室体法教室体法教室 

１４１４１４１４ １５１５１５１５ １６１６１６１６ 

     

１７１７１７１７ 

     

１８１８１８１８ １９１９１９１９ 

定休日定休日定休日定休日 

２０２０２０２０ 

うぇるびーうぇるびーうぇるびーうぇるびー 

研修会研修会研修会研修会 

２１２１２１２１ ２２２２２２２２ ２３２３２３２３ 

２４２４２４２４ 

CCCCCCCCキッチンキッチンキッチンキッチン 

パンケーキ作りパンケーキ作りパンケーキ作りパンケーキ作り 

２５２５２５２５ ２６２６２６２６ 

定休日定休日定休日定休日 

２７２７２７２７ 

・麻雀・麻雀・麻雀・麻雀 

・布草履・布草履・布草履・布草履    

        つくりつくりつくりつくり 

２８２８２８２８ ２９２９２９２９ ３０３０３０３０ 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

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    

 

CCCCCCCCキッチンキッチンキッチンキッチン  

 
好評につき布草履つくりを 

再度開催します。 

１１月２７日を 

予定しています。 

１０月２７日は着物を着て 

お茶会をしましょう。 

着物はそろっていますので、 

普段着でおこしください。 

皆さんのご参加を 

お待ちしています‼ 

９月はかわいい猫ちゃんの 

ポシェットを作りました。 

ひだまりサロンのメンバーがサポートし、 

みんな完成することができました！ 

２０１９年１０月 
２０１９年１1月 

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  



 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．９２  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．８３  管理責任者：今井 

朝夕ずいぶん涼しくなってきました。学校行事の多い二学期。楽しく元気に参加していただ

けるよう、おれんじでも利用者様方の体調には充分注意してまいります。ご家庭での様子など

もまたお知らせ下さい。 
先日テレビで「パーソナルスペース」について触れていました。親しい人でも腕一本分くら

いが「不快にならない距離」だそうです。なかなか「距離感」をつかめず、トラブルになる場

合もありますが、学齢が上がるほど大切になってきます。おれんじでも「距離感」に配慮しな

がら支援を行っていきます。 
「おれんじ初倉」児童発達支援管理責任者が大石希生に変更になります。管理者は引き続き

今井が担当致します。今後もご協力よろしくお願い致します。 

さすき園さんの 

遊具で遊びました 

カプラで高速道路の 

インターチェンジを 

作っていました★ 

９月もバンビちゃんが来てくれました！ 

電車ごっこ 

 暑さも和らぎ、すっかり秋らしくなりましたね。 

 運動会や陸上競技大会を終え、子どもたちの生活にも少し余裕が出てきた頃かと思います。 

 しかしながら、秋は修学旅行や発表会など、イベントがいっぱいです。引き続き、体調管理に

は気をつけましょう。 

 柳町では、今月から新しいお友達を迎えました。新しいお友達も交え、元気に楽しく過ごして

いきたいと思います。 

柳町の 

ロックンローラー 

カプラの道路 

トミカ大渋滞 

プリンアラモード 

おやつ作り 

かき氷 

公園遊び 防災訓練 

 
 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．６６  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．５４  管理責任者：高森  

 今年も、「わっしょい坂口」を１１月１６日（土）に開催致します。「わっしょい坂口」にお

越しくださる皆さんに、焼き芋を楽しんでいただこうと夏休み前に植えたサツマイモも、元気に

育っています！その他に、３色餅・豚汁・焼き芋・ポップコーン・綿菓子もご用意しておりま

す。チケット制になっておりますので、人数分お取り下さい。また、今年は勝間田小の子どもた

ちが歌の披露に来てくれます。おれんじ坂口のみんなも一緒にパプリカを歌って踊る予定です。

お菓子やパン等の販売もございます。沢山の方がいらして下さるのをお待ちしております。 

 ひだまりカフェ 

子どもランチ 

無料デーの 

カレー 

 日が短くなると同時に段々と寒さも感じ始める季節になってきました。外は過ごしやすく、散歩にも

でかけられるようになりました。しかし、朝晩と日中の気温差もあるため体調を崩しやすくなります。

美味しいものをモリモリ食べて寒い冬に備えていきましょう。 

シーツブランコ♪ 

ゆらゆら揺れたり、 

ダイナミックに 

揺れたり、楽しいね！ 

１０月の壁画でぶどう畑を作りました♬

好きな色を選びビニールと絵具で工作

しました！ 

９月お誕生会♪ 

おめでとうございます！ 

 

体育館の 

活動終了後に 

皆でモップを 

かけました 

 
個性的な 

風鈴が 

できました 

 ほほえみの 

噴水プール⛲ 

 
暑い日に 

うみしる見学で 

涼をとりました 

 
坂口ワンマンショー！ 

観客もノリノリ♬ 

 


