
★ 各種行事の詳細各種行事の詳細各種行事の詳細各種行事の詳細 ★ 

関連行事カレンダー関連行事カレンダー関連行事カレンダー関連行事カレンダー    

ウォーキングと畑作業ウォーキングと畑作業ウォーキングと畑作業ウォーキングと畑作業            

毎週土曜定例毎週土曜定例毎週土曜定例毎週土曜定例    

   午後１時～３時30分 

 障がい者のノーマライゼーションの一助に、 

当事業所外のグループが催する催しもご案内しています。 

１月２１日１月２１日１月２１日１月２１日（水）（水）（水）（水）                初倉事業所    

うぇるび～研修うぇるび～研修うぇるび～研修うぇるび～研修 10～12時  

スタッフはお集まりください。     

２月８日２月８日２月８日２月８日（日）（日）（日）（日）    ９:30～15:15 

フォーラム 障がい者の就労と人生障がい者の就労と人生障がい者の就労と人生障がい者の就労と人生  

会場：静岡大学教育学部付属特別支援学校 

詳細問合せ： 静岡県障害者就労研究会 

☎ 054－247－2811（事務局: 齊藤） 

参加費無料 就労継続のための生活基盤

づくりに、どんな支援や教育を考えるか

等、情報提供および分科会毎の意見交換 

２月２月２月２月        日日日日（水）（水）（水）（水）                初倉事業所    

うぇるび～研修うぇるび～研修うぇるび～研修うぇるび～研修 10～12時  

スタッフはお集まりください。     
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 お歳暮・お年賀のご注文をたくさん下さりありがとうございました！利用者さまも、

菓子の袋にシールを貼ったり、クッション材を切ったり、様々お仕事をこなされました。 

12月に、金谷にある業

者さんから、ロープ巻

き付け作業のお仕事を

いただき、精を出して

います。工賃アップを

めざし、奮闘中です！ 

にじいろ市場にじいろ市場にじいろ市場にじいろ市場    ( 市役所ﾛﾋﾞｰ )   

毎週水曜毎週水曜毎週水曜毎週水曜        10101010時～時～時～時～13131313時時時時 

しまだ元気市 しまだ元気市 しまだ元気市 しまだ元気市 ( おび通り )          

10～5月 朝市朝市朝市朝市 ９～９～９～９～13131313時時時時 

畑作業が充実してきました！ ソラマメや玉ねぎの苗を植え、収穫が楽しみです。 

カブや小松菜・大根は収穫時期を迎え、にじいろ市場にじいろ市場にじいろ市場にじいろ市場で販売中。ぜひお越し下さい！ 

かりん・りんご 

だより  Ｎｏ．１０ 

管理責任者：野中 

かりん・りんご合同の

クリスマス会では、準

備から片づけまで、利

用者さまが率先してさ

れていました。輪投げ

ゲームで盛り上がり、

ギターやサックスの演

奏もステキでした！ 

                平成平成平成平成27272727年年年年1111月月月月9999日 発行日 発行日 発行日 発行                    発行責任： 代表理事  津田 惠子 

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 

（ 居宅介護等サービス 受付窓口 ・ 放課後等デイ 「おれんじ柳町 」 ） 

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  ☎ ０５４７－５４－４７８６ 

（ 放課後等デイ 「おれんじ初倉 」  ・ 生活介護 「 かりん 」 ・ 就労継続支援B型 「 りんご 」 ） 

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 「おれんじ初倉 」  

うぇるび～通信 

 先月１０日、スタッフ研修として島田市危機管理課の出前講座『地震防災教室』を受講

しました。「うぇるび～の事業所にいる時に災害が起きたら、どう対応するか？」という

お話に、当事者意識を促されました。 

 質問では、避難所での障がい者向け対応はどうなっているのか。避難所で障害の特性が

理解してもらえるか心配といった質問が相次ぎました。うぇるび～の場合、津波災害より

も浜岡原発から３１キロ圏内ですので原発事故の対応に関心が集中しました。放課後デイ

はじめ未成年者をお預かりする事業所として、放射能汚染から子ども達の身を守ることを

考えていかなければなりません。それには、行政からの迅速な情報の提供・通報必要で

す。 原発から５キロ圏内の市町と違い、島田市の地域防災訓練や防災講座には原子力災

害への注意喚起が見当たりません。 被爆を防ぐヨウ素剤の配布方法を質問すると保管は

初倉の場合は公民館に。配布は保健師が到着してからということでした。保健師が到着し

なければどうなるのか、正直なところ疑問を感じました。 うぇるびーは独自で放射能対

応の防塵マスクの準備なども含め、防災倉庫の備品を再チェックしていきます。 

おかげさまで寄贈頂けることになりま

した。支援の現場で活用いたします。 

「サロンド・モネ」主催のクリスマス

会が、先月１３日に島田市のおおるり

にて開かれました。キーボード演奏や

人形劇、普段触れたことのない楽器の

体験など、盛りだくさんの出し物に、

明るい笑い声が響いていました。 



 子ども達は、新年も元気に「おれんじ柳町」に通って来てくれて

います。 楽しかったクリスマスやお正月の話を聞かせてくれ、そ

の表情から、ご家庭で楽しく過ごされたことが伝わってきます。 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．３５  管理責任者：五條 

ささやかなクリスマ

ス会でしたが、ビン

ゴゲームに大盛り上

がりな時間でした！ 

「 車に乗りたくない！ 」ケース「 車に乗りたくない！ 」ケース「 車に乗りたくない！ 」ケース「 車に乗りたくない！ 」ケース    ・・・・・・・・・・・・    ある利用者さまが、送迎車に乗る際に

強い拒否があったことをお伝えしたところ、ご家庭より連絡がありました。 「な

ぜそんなに嫌がったの？」と尋ねたところ、「車の音がうるさいんです。うるさい

のが嫌なんです。」と答えられた、と。 ご家族のお話によると、「本音かどうか

わからないけれど、はっきりと質問に答えてくれることは、これまで中々なかった

ので…」とのこと。 ご本人の気持ちに耳を傾けられ、スタッフにもご連絡くだ

さったことに感謝いたしました。 理由は別にもあった可能性もありますが、すぐ

その場で解決できることばかりとも限らない点も多々ありますが、今後も、ご本人

の体感や気持ちに寄り添えるよう、支援して参りたいと思います。 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．２７  管理責任者：今井 

穏やかなある日、

ちょっと遠出して

広い公園で思いき

り遊びました。 

ケーキ作りケーキ作りケーキ作りケーキ作り    

順番で 

フルーツを 

カット 

しました。 

昼食作り ①昼食作り ①昼食作り ①昼食作り ①    

クリスマスリース

に似せたピザパン

を作りました。 

 今年卒業を迎えられるお子さまには、

残すところ二ヶ月程の支援となりまし

た。 これから社会に出ていく大人とし

て関わらせていただくと共に、子ども達

同士の関わりも大切に、楽しく過ごせる

場であるよう、今年も丁寧な支援を心掛

けて参ります。よろしくお願いします。 

昼食作り ②昼食作り ②昼食作り ②昼食作り ②    

苦手な玉ねぎ切り

にも、みんなで 

挑戦しました！ 

 重症心身障がい児のための、放課後等デイサービスを、島田

市中溝にて、開設の運びとなりました。 

 

時期は、本年3月中を予定しています。2月号で詳細をお知ら

せします。 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ中溝 」だより  

 開設 準備号 管理責任者：高森（予定）  

 寒い冬も、なんのその！ 室内・室外問わず、子ども達は元気よく遊んでいます。 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．９  管理責任者：村松 

仲良く、ごっこ遊び 

 榛南ライオンズ

クラブのサンタさ

んとトナカイさん

がご来訪 ♪ 

ケーキとプレゼン

トに、クリスマス

気分を味わうこと

ができました。 

 マイブームは、窓枠に 

積み木を並べる遊びだよ 

近くの公園の 

長～いすべり 

台が大人気！ 

帰りの会が始まる前は

絵本読み聞かせタイム 

プラレールに夢中！ 


