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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  

お問合せ先 0547-54-4787 

おたより NO.７５ 

管理責任者：野中 

 現在厨房では、ご注文をいただいてから 

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。 

緊急事態宣言が解除されても、引き続きマス

クの着用、通所時の検温と消毒、手洗いの励

行、三密を避けるように活動していきます。 

・食事中は対面にならないように席を離して 

 います 

・大きな声で歌をうたうのは、ちょっと我慢 

・ソーシャルディスタンスがとれるよう、声 

 かけをしています。 

金谷の矢嶋さんの

ご厚意により、玉ねぎを

収穫させていただきました。 

矢嶋さんもかりんの皆が来て

くれるのを楽しみに

してくれています。 

 

あおりんごから歩いて行ける小さな

土地で石拾いから始めて畑作り。 

この夏は大根と枝豆にチャレンジし

ます！ 

 梅雨の季節を迎え、つかのまの青空に初夏の気配が感じられま

す。今年も初倉事業所の玄関にツバメが巣を作り、ヒナの鳴き声

が聞こえてきます。 

 さて新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言解除を受けて、

移動支援でも電車、バスの公共機関を使っての移動や、室内での

スポーツを行っていきます。ご利用をよろしくお願いします。 

 人混みを避けるとともに、マスクの着用、手洗い、消毒など引

き続き十分心掛けていきましょう。 

柳町事務所より 

向日葵の芽が出ました

との一報です♪ 

   〘イベント紹介〙 

可睡ゆりの園 

５/３０(土)▶▶７/５(日) 

新型コロナウィルスに負けず、

今年もきれいに咲きました。園

内散策におきましても、間隔を

あけ、マスク着用です。 

 うぇるび～通信 

２０２０年６月１５日 発行 ２０２０年６月１５日 発行 ２０２０年６月１５日 発行 ２０２０年６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    

    

・赤い羽根共同募金会より、アサヒ飲料さんがＣＣ

キッチン＝子ども食堂に５万円寄付していただける

と連絡が来ました。早速書類を整えて申請します。 
・最近、子ども食堂にたくさんの食材などの寄付が

あります。学習支援で放課後お勉強に来ている子ど

もたちにその食材を活用して、毎日のおやつを提供

しています。 
・島田市社会福祉協議会を通して、匿名の方から子

どもの手作りマスクも頂戴しました。もし、必要な

方があれば申し

出てください。

日頃うぇるびーの運営へご理解ご協力くださる皆様へ感謝申し上げます。さて、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のための緊急事態宣言も解除され、学校もそれぞれの対策を打出しつつ開校、近隣の

飲食店も対策をし営業再開し、さまざまな場所で手洗い、消毒、マスクの着用など、私たちの生活の

中にも感染予防の意識が深く根付いてきたのだと感じております。色々な活動が再開されたとはいっ

ても、まだまだ予断は許されない状況です。引き続き気をつけて生活していきましょう。 

島田市よりマスクをいただきました。１００枚を超える、ボランティア「手作りマスク作り隊」さ

んの手作りマスクと、今年５月に島田市民の方が寄付されたサージカルマスクを各施設へと分配した

ものをいただきました。利用者様と職員で大切に使わせていただきます。 

うぇるびー初倉事業所内に、電解次亜水の生成器を設置しました。会員の皆様、ご利用くださる皆

様、うぇるびーで働く皆さんにもご利用いただきたいと考えております。お気軽に各事業所までお問

い合わせください。 

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 

 これまでと変わらず、みなさん元気に生

活しています。 

 陽だまりの入居者さんが通っているＢ型

事業所でも、新型コロナウイルスの影響で

仕事が減り時間短縮が続いています。 

移動支援は、少しずつ以前の時間に戻し

ていきたいと考えています。  

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    

 コロナの影響で団体さんの利用がなく、

さみしい毎日です。そんな中でもいらし

てくださる常連さんもおり、感謝です。  

 

 

 ６月３日(水)  手芸 １０時～１４時 

   ネクタイでポシェットを作ります。 

 ひだまりサロンのマスクは夏バージョン

になりました。表裏共にシルクで作りまし

た。ちょっとひんやりします。 

 ６月１０日(水) ゆったりヨガ  

    １０時～１１時  

    ヨガマットを持参してください。 

 麻雀はしばらくの間お休みにします。 

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  

 

再開します！再開します！再開します！再開します！    
高齢者の居場所 

・サツマイモの植え付け  

 

  ６月１３日(土)１０時～１２時  

      集合：ひだまりカフェ  

      場所： 金谷の番生寺の近くの畑  

      （汚れてもいい服装で来てください。） 

        参加費：１０００円  



 

梅雨の季節を迎え、ようやくコロナウイルスも落ち着きが見え始めました。このお便りが皆様

のお手元に届くころには通常登校となり、着実に以前の日常生活に向かっていることでしょう。

「当たり前の毎日がとてもありがたいことだった」という言葉を保護者様から耳にすることがあり

ました。完全にもとの生活に戻るにはもう少し時間がかかるかもしれません。私たちができること

には限りはありますが、周りの皆様のご協力に感謝しながら、これからもできる限り利用者様たち

の気持ちに寄り添い、心と体の成長のお手伝いをしていきたいと思っています。 

２ 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．９１  管理責任者：今井 

 先月１４日に緊急事態宣言が解除されてからが１ヶ月が経ちました。 

 今年は学校行事の中止や延期、夏休みの短縮など、変則的な年になりそうですね。 

 学校が再開し通常の生活に近づいたことは喜ばしいことですが、秋冬以降には第２波や 

第３波が来るのではないかとも言われ、まだまだ油断はできません。 

 新型コロナウイルス終息に向けて、今後もひとり一人ができることを継続していきましょう。  

 

   こどもの日の壁画 

お母さん 

ありがとう！ 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．１００ 管理責任者：五條 

天気の良い日は十分

気を付けてお出掛け

しました。 

このたび「赤い羽根共同募金」から寄付金をいただき「お

れんじ柳町」の送迎車両のハイエース（１０人乗り）を購入

させていただきました。おれんじ柳町の新しい仲間として、

これから子どもたちの成長を一緒に見守ってくれることで

しょう。「赤い羽根共同募金」へ募金してくだ

さった皆様の温かい気持ちを胸に大切に使わせて

いただきます。本当にありがとうございました。 

公園でお散歩、

遊具遊びなど楽

しみました★ 

積木やレゴブロック

遊びなどお友だちと 

距離をとりながらも

楽しんでいます★ 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．７４  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．６２  管理責任者：高森  

あっという間に春が過ぎ去り、季節は梅雨に入ろうとしています。５月は晴れた日にはお散

歩に行ったり、公園の芝生で日光浴をして過ごしました。室内ではわなげやボーリング大会を

して盛り上がりました。学校では通常登校が始まりましたが、気候の変化に伴い、体調管

理が難しい時期でもあるため尚一層気を配りながら過ごしたいと思います。 

   学校も新型コロナウイルス感染対策の休校、分散登校を経て、やっと通常の登校が始まりました。

長く不安定な日常に、子供さんはもちろん、保護者の皆様もお疲れのことかと思います。おれんじ坂

口に、ご協力できる事がございましたらいつでもご連絡下さい。しかし、通常の日課に戻ったとは

言ってもまだまだ油断はできません。引き続き、送迎車に乗る前のアルコール消毒・来所時の手洗

い・うがい・アルコール消毒・トイレ使用後のアルコール消毒・３密回避の声かけ等を継続していき

ます。ご不明な点などございましたらお問い合わせ下さい。日中、気温の高い日もあり、今年はマス

ク着用の夏になると思います。熱中症への対応も併せて行ってまいります。  

アロマストーンを

作りました。粘土

をコネコネ＊ 

なんだか不思議な

感触！！！ 

芝生の上で日向

ぼっこ♪ 

暖かくて気持ち

が良いな～＊ 

しっかりと紐を握ってたく 

さんピンを倒しました！ 

臨時休校中の午前中は花にお水をあげたり・草を抜いたり・野菜を植えました� 

ボードゲームに挑戦しました 
オカリナ演奏会� 

距離を保ってトランプ ♠ 
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