
おたより NO.６８ 

管理責任者：野中 

４ 

★りんご製品 

  出店予定★ 

(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    

    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 

Natural Life        

Ｍａｒｋｅｔ         

（帯通り北側） 

   11月24日(日) 

   10:00～15:00 

   もえぎ祭り 

（吉田特別支援学校） 

   11月30日（土） 

   9:20～12:00 

シュトレン 1300円 

ハーフ  700円 

スライス 200円 

ブラウニー   200円 

パウンドケーキ 180円 

フィナンシェ  180円 

紅茶      600円 

消費税改定や材料費の値上がりにより、 
一部料金を改定させていただきます。 
ご理解の程よろしくお願い致します。 

クリスマス限定 －シュトレン－クリスマス限定 －シュトレン－クリスマス限定 －シュトレン－クリスマス限定 －シュトレン－  

ドライフルーツとくるみをたっぷり

使用しています。薄くスライスして 

お召し上がりください。 

 

 ギフトセットのご案内をしています。      

年末年始の贈り物にいかがでしょうか？    
早めのご注文をお待ちしております！ 

うえるびーファーマーズうえるびーファーマーズうえるびーファーマーズうえるびーファーマーズ    

クラブクラブクラブクラブ大石大石大石大石さんのさんのさんのさんの畑畑畑畑でででで    

オリーブのオリーブのオリーブのオリーブの収穫収穫収穫収穫！！！！！！！！    

金谷の矢嶋さんのお宅金谷の矢嶋さんのお宅金谷の矢嶋さんのお宅金谷の矢嶋さんのお宅

でさつまいも堀り！！でさつまいも堀り！！でさつまいも堀り！！でさつまいも堀り！！ 

ボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの方方方方とととと    
一緒一緒一緒一緒にににに消消消消しゴムハンコでしゴムハンコでしゴムハンコでしゴムハンコで    
楽楽楽楽しくしくしくしく創作活動 創作活動 創作活動 創作活動 ♪♪♪♪    

    

お問合せ先 

０５４７－５４－４７８７ 

のんほいパークにのんほいパークにのんほいパークにのんほいパークに    
行行行行ってきましたってきましたってきましたってきました★★★★    

陶芸体験陶芸体験陶芸体験陶芸体験をををを    
しましたしましたしましたしました♪♪♪♪    

 11月になって朝夕は冷え込むようになりまし

た。皆様も体調には十分配慮していただきたいで

す。この時期は各地でイベントが開催され、静岡

の大道芸、島田の産業祭、焼津のサバ祭りなど多

くの利用者さんが出かけられています。「とても

楽しかった」「また出かけたい」とたくさんの利

用者さんからお声を頂いています。 

～ヘルパースタッフの皆様へ～ 

 今年もインフルエンザの予防接種をお願い

します。例年通り、接種後は医療機関発行の

領収書を管理者へご提出ください。 

●１２月１日１２月１日１２月１日１２月１日(日日日日) 

～ イベント情報 ～ 

●１２月６日１２月６日１２月６日１２月６日(日日日日) 

さわやかウォーキング 

藤枝街散歩と 

「スポーツ＆健康フェスタ」 

で健康アップ！！ 

藤枝駅（北口）スタート 

人形劇（茶問屋ショーゴ） 

牧之原バンド他 

13：30～17：00         

クラシカ６階 

 うぇるび～通信 

2222０１９年１１月１５日 発行 ０１９年１１月１５日 発行 ０１９年１１月１５日 発行 ０１９年１１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 

うぇるびー総会うぇるびー総会うぇるびー総会うぇるびー総会    

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    

 日頃より、ご利用いただく皆様、会員の皆様、ご支援くださる皆様に支えられ、うぇるびーは第16

期を迎えることができました。心より感謝申し上げるとともに、これからも応援していただけますよ

うよろしくお願いいたします。 
 さて前期15期は、居場所事業への支援として畑でとれた野菜をくださる方々、パンや食材をくだ

さった企業様、毎年賛助会員を続けてくださる（株）丸紅様には多くの寄付金を頂きました。他にも

放課後等デイサービス事業には、うぇるびー創設期より応援していただいている木曽原様が自動車を

譲ってくださいました。皆様の温かいお気持ちにこれからもお応えできるよう、職員一同取り組んで

まいります。 

管理責任者：津田 

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    

パンケーキ祭りパンケーキ祭りパンケーキ祭りパンケーキ祭り 

CCCCCCCCキッチンキッチンキッチンキッチン  

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 

1111００００ １１１１１１１１ １２１２１２１２    

定休日定休日定休日定休日 

１３１３１３１３                    

                     

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 

                                

ｃｃキッチン・ｃｃキッチン・ｃｃキッチン・ｃｃキッチン・  

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 

１１１１ ２２２２     ３３３３    

定休日定休日定休日定休日    

 

４４４４                        

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 

    ５５５５ ６６６６ ７７７７ 

８８８８ ９９９９ １０１０１０１０ 

定休日定休日定休日定休日 

１１１１１１１１    

 

１２１２１２１２ １３１３１３１３ １４１４１４１４ 

１５１５１５１５ １６１６１６１６ １７１７１７１７ 

定休日定休日定休日定休日 

１８１８１８１８ 

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 

１９１９１９１９ ２０２０２０２０ ２１２１２１２１    

クリスクリスクリスクリス

マス会マス会マス会マス会 

２２２２２２２２ 

     

２３２３２３２３ ２４２４２４２４ 

定休日定休日定休日定休日 

２５２５２５２５ ２６２６２６２６ ２７２７２７２７ ２８２８２８２８ 

２９２９２９２９ 

 

３０３０３０３０

休業休業休業休業 

３１３１３１３１            

定休日定休日定休日定休日 

1/11/11/11/1                    

休業休業休業休業                                       

1/1/1/1/ ２２２２                

休業休業休業休業                    

1/1/1/1/ ３３３３        

休業休業休業休業 

1/1/1/1/４４４４        

営業営業営業営業

始め始め始め始め     

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    

台風19号の影響で移動支援での外出が中止になったりしまし

たが、入居者のみなさんは日中、「陽だまり」でたいへん落ち着

いて過ごされていました。CCキッチンのお茶会にみなさん参加

し、上手にお茶を飲まれていました。 

新しい男性スタッフが週2回入ることになり、今あるメニューに一工夫加えてみようと

スタッフ皆で相談中です。どんなメニューが出てくるかお楽しみに。 

    10月は着物を着てお茶会をしました。

着物を着るのが初めての方も何とか着て

もらうことができました。成人式に向け

て、着物に慣れるために参加してくだ

さったそうです。「また企画してくださ

い」との声がありましたので、2月に計

画します。着物や帯はそろっていますの

で、何も持たずに参加してください。 

２０１９年２０１９年２０１９年２０１９年１１１１１１１１月月月月    ２０１９年２０１９年２０１９年２０１９年１２１２１２１２月月月月    

操体法教室操体法教室操体法教室操体法教室             

操体法教室操体法教室操体法教室操体法教室             

 

「「「「子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに」」」」とたくさんのとたくさんのとたくさんのとたくさんの方方方方    

からいただきものをしていますからいただきものをしていますからいただきものをしていますからいただきものをしています。。。。    
そこでそこでそこでそこで、、、、中学生以下中学生以下中学生以下中学生以下はははは無料無料無料無料でワンプでワンプでワンプでワンプ

レートランチをレートランチをレートランチをレートランチを提供提供提供提供していますしていますしていますしています。。。。    
子子子子どもさんとどもさんとどもさんとどもさんと一緒一緒一緒一緒にににに食食食食べにべにべにべに    

来来来来てくださいてくださいてくださいてください！！！！    



 

秋も一段と深まってまいりました。「スポーツの秋」ということで藤枝特別支援学校小中学部

運動会の見学に伺いました。意欲的に参加されていた皆さんの姿を拝見でき、大感激でした。一

日のスケジュールを応援席へ提示、参加種目前の手順確認、終了後の称賛など、児童生徒の皆さ

んがわかりやすく、意欲的に取り組めるような工夫がとても参考になりました。「皆さん行事の

前でも崩れないなあ」と感じてはいましたが、先生方の多くの配慮で落ち着いて力を発揮できた

のだろうと感じました。来年もまた成長した姿を見せていただけることでしょう。 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．９３  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．８４  管理責任者：今井 

アピタへアピタへアピタへアピタへ買買買買いいいい物物物物にににに
行行行行ったときにったときにったときにったときに偶然偶然偶然偶然
レゴのレゴのレゴのレゴの展示物展示物展示物展示物をををを発発発発
見見見見！！！！とてもとてもとてもとても嬉嬉嬉嬉しそしそしそしそ
うでしたうでしたうでしたうでした。。。。    

１０１０１０１０月月月月のののの土曜開所日土曜開所日土曜開所日土曜開所日はははは音楽療法音楽療法音楽療法音楽療法でしたでしたでしたでした♪♪♪♪    
粘土粘土粘土粘土でさまざまなでさまざまなでさまざまなでさまざまな作品作品作品作品をををを作作作作っていましたっていましたっていましたっていました。。。。    
みんなとってもみんなとってもみんなとってもみんなとっても細細細細かくてかくてかくてかくて上手上手上手上手ですですですです★★★★    

時折り冷たく吹く風に、冬の訪れを感じる季節となりました。子どもたちが帰る頃の空も、 

すっかり暗くなっています。私たち職員も、車の運転には十分に気を付けていきたいと思います。 

また、インフルエンザなどの感染症が流行りだす季節です。おれんじでの手洗い・うがいも継続

して行っていきます。ご家庭でもお声掛けいただけますよう、よろしくお願いいたします。 

ハロウィーン 

おおおお面面面面をををを作作作作ったよったよったよったよ♪♪♪♪    ポップコーンポップコーンポップコーンポップコーン    かぼちゃのどらかぼちゃのどらかぼちゃのどらかぼちゃのどら焼焼焼焼きききき    

おいしいおいしいおいしいおいしい！！！！    

オウムのオウムのオウムのオウムの帽子似帽子似帽子似帽子似あうかなあうかなあうかなあうかな？？？？    何何何何がががが出来出来出来出来るかなるかなるかなるかな？？？？    トミカのトミカのトミカのトミカの駐車場駐車場駐車場駐車場    満車中満車中満車中満車中    

10101010月月月月のバンビちゃんはのバンビちゃんはのバンビちゃんはのバンビちゃんは    
おおおお祭祭祭祭りりりり衣装衣装衣装衣装でででで登場登場登場登場！！！！    
事務所職員事務所職員事務所職員事務所職員のののの佐野佐野佐野佐野さんがさんがさんがさんが
編編編編んでくれたおんでくれたおんでくれたおんでくれたお洋服洋服洋服洋服をプをプをプをプ
レゼントするとさっそくレゼントするとさっそくレゼントするとさっそくレゼントするとさっそく
着着着着てくれましたてくれましたてくれましたてくれました★★★★    

 
 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．６７  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．５５  管理責任者：高森  

 気候が落ち着かなくて体調管理が難しい日が続いております。体調を崩した時など早目に静養をし

て下さいね。また、学校をお休みや早退した時には、早目にご連絡を頂けると助かります。 

 おれんじ坂口では長期休暇中、体験や経験を主にした活動を行っています。ご興味のあるお知り合

いの方がございましたら是非ご紹介下さい。見学もご連絡いただければいつでも対応できますのでお

気軽にお問い合わせください。  

わっしょいわっしょいわっしょいわっしょい坂口坂口坂口坂口にににに向向向向けたパプリカ・エビカニックス・けたパプリカ・エビカニックス・けたパプリカ・エビカニックス・けたパプリカ・エビカニックス・吉田吉田吉田吉田カッポレのカッポレのカッポレのカッポレの練習風景練習風景練習風景練習風景    

早早早早いおいおいおいお帰帰帰帰りのりのりのりの日日日日はははは公園公園公園公園へへへへGOGOGOGO！！！！    オセロをオセロをオセロをオセロを楽楽楽楽しんでいますしんでいますしんでいますしんでいます    やまばとさんのパンでやまばとさんのパンでやまばとさんのパンでやまばとさんのパンで昼食昼食昼食昼食    

 日中のぽかぽかとしたお日さまがより暖かく感じる季節になりました。修学旅行や運動会な

どの行事があり、「がんばったよ」「たのしかったよ」の声が聞かれました。おれんじではハ

ロウィンにちなんでおばけを制作したり、ハロウィンの的当てゲームをして過ごしました。 

 これから本格的な寒さが近づいてきます。おれんじでもしっかりと風邪予防・感染予防をし

ていきたいと思います。 

おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます♪♪♪♪
誕生日誕生日誕生日誕生日カードをカードをカードをカードをプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント＊＊＊＊      

ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンのののの壁画壁画壁画壁画
制作制作制作制作＊＊＊＊カラフルなカラフルなカラフルなカラフルな
かわいいおばけかわいいおばけかわいいおばけかわいいおばけがががが
完成完成完成完成しましたしましたしましたしました♪♪♪♪    


