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(株) エストラスト 様 

津田 匡亮 様 

津田 惠子 様 

小梯 重範 様 

田中 健 様 

鈴木 榮一 様 

（株）丸紅 様 

（株）ビセイ 様 

秋野 さち子 様 

木曽原 英次 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    

（（（（2019年年年年10月～月～月～月～2020年年年年9月）月）月）月）    

    厨房からのお知らせ 

お問合せ先 0547-54-4787 

おたより NO.７４ 

管理責任者：野中 

 新型コロナウイルスの影響が出て来ています。島田市及び近隣の市

町でも活動自粛が続いています。公共施設等の休止・休館などで移動

支援でも寂しい状態です。その中でも「家庭でキャッチボールや縄跳

びをしたよ」などのお声を聞きます。やはり少しでも体を動かしたい

ですね。しばらく我慢の生活が続きます。人混みを避け、マスク着

用、手洗いなど引き続き十分注意していきましょう。そしてヘルパー

さんも体温を測ってからお仕事して頂 

くようお願いします。利用者様の 

体調、体温などのご確認もよろ 

しくお願い致します。 

★りんご製品出店予定★★りんご製品出店予定★★りんご製品出店予定★★りんご製品出店予定★ 

                「にじいろ市場」開催中止について「にじいろ市場」開催中止について「にじいろ市場」開催中止について「にじいろ市場」開催中止について 

                                    （令和２年３月末現在）（令和２年３月末現在）（令和２年３月末現在）（令和２年３月末現在） 

新型コロナウイルス感染防止のため、しばらくの新型コロナウイルス感染防止のため、しばらくの新型コロナウイルス感染防止のため、しばらくの新型コロナウイルス感染防止のため、しばらくの

間、中止することになりました。間、中止することになりました。間、中止することになりました。間、中止することになりました。 

ご理解いただけますようお願いいたします。ご理解いただけますようお願いいたします。ご理解いただけますようお願いいたします。ご理解いただけますようお願いいたします。 

通

所

開

始

式

 

４月から かりんに新しい仲間

が２名加わりました！！ 

利用者さん職員と共に、笑顔

あふれる毎日になるよう活動

していきます。 

毎週火曜日は資源回収を行っています。 

カネハチカネハチカネハチカネハチ 

缶つぶし

やチラシ配り 

ジャパンバザールジャパンバザールジャパンバザールジャパンバザール 

クッキー、紅茶 

の入れ替え 

島田紙業島田紙業島田紙業島田紙業 

回収した資源を

置きに行きます 

 春のウォーキング 

現在厨房では、ご注文を

いただいてから月曜日・

火曜日のみ、お菓子の 

製造をしております。 

ギフト等、お時間がかか

ることがありますので、 

お早目のご注文をお願い

いたします。 

出店先情報 

・スーパーカネハチ初倉店 

・ジャパンバザール 

・楓（てのひら） 

・伊太和里の湯 

・芭蕉庵 

お近くにお越しの際は、 

是非お寄り下さい。 

天 徳 寺天 徳 寺天 徳 寺天 徳 寺 

山 門 が 

文 化 財 に

な っ て い

ま す 。 

 うぇるび～通信 

２０２０年５月１５日 発行 ２０２０年５月１５日 発行 ２０２０年５月１５日 発行 ２０２０年５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 

２０２０年２０２０年２０２０年２０２０年    

    

 新型コロナウィルスの影響で休校中ですが、ご家庭の事情等で必要な子どもさん

をお預かりし、学習支援しています。松浦先生のもとに毎日３人から５人の子ども

たちが勉強しに来ます。体温を測り、手洗い、マスクの着用を徹底しています。 
 そんな子どもたちにと『フードバンクふじのくに』さんから、学校給食で使うひ

な祭りゼリー、卵焼きやフライなどが届きました。さっそくゼリーを

いただき、みんな大喜びでした。 

 今、新型コロナウイルスの影響で学校がお休みになり、お家でお昼を作ってもらえない

子どもたちがいるとの報道がありました。ＣＣキッチンでは去年の１０月から子どもラン

チを無料にしていますが、今、子どもたちはあまり来ません。昼食が食べられない子ども

たちがいるのなら、無料ランチがあることを伝えたいと思っています。自治会長さんや民

生児童委員さんに相談をしていますが、みんな情報がないとの返事で、残念です。 
 それでもＣＣキッチンが子どもの避難所になれたらいいなと強く願っています。  

 日頃より、フリースペース・うぇるびーの運営へ、ご理解くださる皆様に感謝申し上げます。 

さて、現在もなお収束の気配が見えない新型コロナウイルスへの感染拡大防止につきまして、３月に

島田市内の職場で勤務される方が感染確認された際の通所事業における一時閉所措置を取らせていた

だき、利用者様、保護者様を始めとする皆様には大変なご苦労をお掛けしたことかと存じます。しか

し、そのような非常事態の中いただいた皆様からの温かいお言葉、深いご理解ご協力は、これから先

のうぇるびーの運営に心強い支えとなると強く実感することができました。今は、まだ新型コロナウ

イルスの脅威との戦いの最中です。この先も近隣市町で感染者が出ないことを願うとともに、各事業

所では感染症対策を実施し利用者様をお迎えしていきたいと考えております。感染したとしても安心

な日がいつか来るその日まで、うぇるびーを利用する皆さま、ご家族の皆さま、支えてくださる皆

様、職員が一丸となって今すべきことを考え実行していきましょう。末筆ながら、新型コロナウイル

スと戦っている皆様への深い敬意と、感染で命を落とされた方のご冥福、罹患された方の一日も早い

回復をお祈りいたします。    認定認定認定認定NPONPONPONPO法人フリースペース・うぇるびー法人フリースペース・うぇるびー法人フリースペース・うぇるびー法人フリースペース・うぇるびー    代表理事代表理事代表理事代表理事    榎田浩幸榎田浩幸榎田浩幸榎田浩幸    

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：村松 

１１人の入居者のみなさんは毎日元気に生活しています。１５時過ぎ、事業所から帰ってくると、先ず

手洗いをしてから居室に入り各々の時間を過ごします。密集を避けるため半日通いを継続している事業所

もあります。休日の外出支援では、これまで通っていた食堂が休日となり、あわてて変更するなどの影響

が出ています。ご家族のみなさまには、マスク・手洗いなど衛生面でご協力いただきありがとうございま

す。安全を第一に優先し、これまでどおり、健康で笑顔の絶えない生活となるように努めます。 

CCCCCCCCキッチンキッチンキッチンキッチン  

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    

４月は新型コロナウィルスの影響で休業をしましたがグ

ループホームの入居者さんの食事は休みなしです。細々と

営業している中、来店してくださる常連さんに感謝です。  

 

 

島田市社会福祉協議会から助成金を受け運営

しています。社協から活動休止の依頼が来ま

したので、５月いっぱいはお休みします。     

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．９９  管理責任者：五條 

 このところ新型コロナウィルスの話題ばかりで、何となく元気がなくなってしまうように感じ

ていました。そんな時におれんじ初倉をご利用いただいていた方の保護者様より とてもうれしい

ご報告をいただきました。「現在『生活介護』の事業所を利用しているが、『就労移行支援』の

利用者と一緒に施設外作業を体験できた。そのときの取り組みが評価され、今後２週間に一度の

午前中、定期的に施設外作業に行くことになった。おれんじで取り組んできた『課題』が確実に

身に付いたのだと思う。」と、とても感激されているご様子でした。ご本人もきっと自信につな

がり、これからの成長も期待できることと思います。 

２ 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．９０  管理責任者：今井 

 相変わらず新型コロナウイルスが猛威を振るっています。 

 先月は、感染者の確認に伴った閉所、土曜開所とセラピードック訪問の中止にご理解をいただき、

ありがとうございました。感染防止のため、ひとり一人が三密を避け、「うつらない・うつさない」

を念頭に、栄養のある食事と十分な睡眠時間を確保し、免疫力を高めましょう！！  

           

   河川敷で春探し 

法多山の階段を頑張って 

上りました。お団子を 

食べ、お土産には限定の 

桜だんごも 

買えました。 

おやつに 

 ぼたもちを 

つくりました。 

室内では

密接にな

りすぎな

いよう、

お絵かき

等楽しん

でいます! 

   

運動不足にならないよう、なるべく人が少な

い公園に行ったり、歩いたり遊具を楽しんだ

り日向ぼっこしたりしました。 

 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．７３  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．６１  管理責任者：高森  

 ４月は近くの桜を見に行ったり、シャボン玉をしたり、鯉のぼりの製作をしました。 
 新型コロナウイルスの影響で例年に比べ慌ただしい年度初めにとなりましたが、引き続き

子どもたち・職員の健康と安全を第一に取り組んでまいりたいと思っております。 
ご協力のほどよろしくお願いいたします。   

  ４月の新型コロナウイルス感染予防の対応の際は、利用者さま、保護者さま、ご家族の皆様には大

変ご不便をおかけしました。皆様のご理解をいただけたことに感謝申し上げます。４月中は外での活

動も多く取り入れ、マスクをして過ごす、換気をこまめに行うなど工夫をして過ごしました。子ども

たちと職員で協力して布マスクや雑巾を作ることもできました。まだまだ、新型コロナウイルスの脅

威は続きそうですが、これまで以上に感染症対策に気を付け活動してまいります。  

フォトフレームづくり 

大旅籠 柏屋 

オカリナを聞いたよ♪♪ 

 花壇に花や野菜を植えました 

朝のラジオ体操 

 坂口クラブ(サッカー教室) 

あらさわふるさと公園 

 

外はポカポカ日和な

日が多く、三密を避

けて気分をリフレッ

シュしました＊ 

シールや折り紙を使っ

てカラフルな鯉が出来

上がりました♪ 


