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寄付者様寄付者様寄付者様寄付者様    

(株) エストラスト 様 

津田 匡亮 様、津田 惠子 様 

小梯 重範 様、鈴木 榮一 様 

田中 健 様、秋野 さち子 様 

秋野 陽太朗 様 

藤原 和江 様、飯塚 晃子 様 

加藤 喜美子 様 

佐野建築・設計 様 

松浦 静治 様、(株) 丸紅 様 

賛助会員様賛助会員様賛助会員様賛助会員様    

木曽原 英次 様 

(株) 丸紅 様、(株) ビセイ 様 

(株) セキュア 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 0547054705470547----54545454----4787478747874787 

現在厨房では、ご注文をいただいてか

ら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。 

 梅雨が明けると本格的な夏がやって

きます。今年の夏は例年と違い熱中症

対策に加え、新型コロナウイルス対策

が必要となります。 

 移動支援においてもマスクを着用し

て出掛けていますが、こまめな水分補

給を心掛け、また周囲の人との距離を

十分にとれる場所では、適宜マスクを

はずして休憩することも心がけていき

ます。移動支援で公共のバスや電車を

使ってのお出掛けも徐々に増えており

川根の足湯、美術館、水族館などの予

定が入っています。 

職員の鈴木さん宅のひま

わりが見事に咲きまし

た。他にも花が咲いた方

はご一報ください。 

DVD 
解体解体解体解体 

重症心身障がい者対応の生活介 

護のフロアが完成しました！！ 

おたより NO.７６ 

管理責任者：野中 

サンワネッツさんからお仕事

をいただき、DVDの解体をし

ています。段ボールの積み降

ろし、箱の開封、細分化され

た資源ごとの分別など納品も

細かく分けて運びます。 
かなりの重労働です。 

大津谷川かわせみ公園にて 

オカリナ演奏会♬ 

 イベント紹介  

浜松市美術館 

くまのパディントン展 

2020.7.11(土)～9.13(日) 

 うぇるび～通信 

２０２０年７月１５日 発行 ２０２０年７月１５日 発行 ２０２０年７月１５日 発行 ２０２０年７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    

    

 放課後の学習塾は盛況です。３時過ぎて自分の

宿題が終わったら「今日のおやつはなんですか」

と聞きに来ます。20人分のおやつは大変ですが、

『bakerylabo』さん提供のパンや『フードバンク

ふじのくに』で 

いただいた食材を使って 

提供しています。最近は 

近所の方がトウモロコシ 

をたくさんくださいました。 

トウモロコシのおやつも作ります。 

 

 ７月はキャンプ体験教室をします。ＣＣキッチン

とStudy Like playing と共同企画です。 

 ７月23日14時開始 ～ 24日11時解散   

 会場は金谷のわっぱ沢親水公園です。 
  参加費一人1000円  

  ５家族限定（早めに申し込んでください。） 
    問い合わせ 090-9180-8551 松浦   

             070-1390-3030 津田 

日頃より、うぇるびーの活動にご理解ご協力くださる皆様に感謝申し上げます。新型コロナウイル

ス感染拡大防止の政府、県、市町の制限も徐々に解除され、一見以前の生活が戻ったかのようにも感

じられますが、多くの活動などが再開したからこそ、気を引き締めねばならない時期でもあります。

引き続き、ご注意くださいますようお願いいたします。 
 今年２月より行っていた、初倉事業所の１階を肢体不自由の利用者さんも利用できる生活介護のス

ペースにするための改装工事ですが、完成検査を終了し、無事引き渡しとなりました。まだ、片付け

等が残っておりますが、何とか７月に予定している支援学校高等部の生徒さんの実習に間に合いまし

た。これまで、私たちの暮らすこの地域で重症心身障がい児、者の受け入れができる場所を少しでも

増やしていきたいという思いで検討を重ねてまいりました。まずは小規模ながらも受け入れを開始

し、ご利用くださる皆様と共に安全な受け入れ態勢を確立させていきたいと考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。  認定NPO法人フリースペース・うぇるびー 代表理事 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 

 陽だまりの11人は新型コロナウイルスに負

けず、体調を崩さず元気で生活されていま

す。平日は日中事業所での疲れをとる。休日

は自宅に戻る方、外出支援を利用して買物、

食事を楽しむ方、居室でテレビを視聴してい

る方、それぞれの過ごし方をされています。 

 新型コロナウイルスがお休みするまでマス

クの着用、手洗いなどをしていきます。 

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    

 
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  

いつも、CCキッチンで 

もお世話になっている島 

田市東町にあるbakerylaboさ

んより、「おれんじ」の子ど

もたちにとパンをいただきま

した。おやつにみんなで作っ

たジャムをつけて食べまし

た。「おいしー！」と大喜び

で完食です。ベーカリー・ラ

ボさん、いつもありがとうご

ざいます。  

  静岡県島田市東町498-6         
 (JR六合駅から車で5分) 
  bakerylabo.com 
 10：00～18：00 
(商品がなくなり次第閉店する

ことがございます) 
日曜日・月曜日 

 ランチ会を承ります。お友達とゆっくりお食事を

お楽しみください。 
 定番メニューと違うお料理を用意いたします。 

 ドリンクデザート付きで1000円です。 
 ご予約をお願いします。（最大30名）  

 ひだまりサロンは第１水曜日に手芸をしていま

す。７月は大正ロマン風の小袋を作りました。 

 次回は８月５日10時からです。参加費は昼食付

で300円。どなたでもお越しください。  

(対応時間：火曜～土曜 10:00～18:00) 



 

 今年は熱中症に加え新型コロナウィルスについてもまだまだ注意が必要です。引き続き感染予

防には十分注意してまいります。 
先日静波線のバスに乗った時におれんじ初倉の利用者様二名の絵が展示してありました。びっ

くりしたと同時に微笑ましい絵になんだかゆったりとした気持ちにさせていただきました。 
 おれんじ初倉では集団活動や職員、お友だちとの関りはもちろん、一人でも落ち着いて楽しめ

る活動も大切に考えています。絵を描いたり本を見たり、パズルや型はめ、ブロックや積み木… 

ハンモックやソファーでゆっくりすごすのも良いかもしれません。将来の趣味や余暇時間の過ご

し方に通じる大切な活動と考えています。 

２ 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．９２  管理責任者：

 夏休みが近づいてきました。今年は新型コロナウィルスの影響で短い期間となりますが、子どもたち

が楽しんで参加できる活動を企画しています。熱中症等に注意し、安全で楽しい夏休みを送りたいです

ね。夏季休暇中は計画表をご覧のうえ、忘れ物がないよう準備のご協力お願い致します。   

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．１０１ 管理責任者：五條  
スイートマルベリーの 

ジャムを作りました♪ 

バンビちゃんはみんなの人気者 
コロナ禍が早く終息しますように！ 

 お父さんいつもありがとう 

公園 

おやつ作りをしました。 

久しぶりにバンビちゃ

んが来てくれました★ 

細かい工作をしていました。 

 

ギ

タ

ー

演

奏

♪

 

バスの中に展示されていた絵 
（ご家族が撮った写真です） 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．７５  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．６３  管理責任者：高森  

 暑さも日々増していき、本格的な夏の訪れを感じる季節になりました。時おり見せる晴れ間に

お散歩に出掛けたり、トマトを植えたり、室内では７月の壁画をみんなで作りました。 

 今年も元気に夏を迎えたいと思います。 

   緊急事態宣言の解除とともに、新しい生活様式が始まりましたが戸惑いを隠せない日々が続いてい

ます。引き続き乗車前のアルコール消毒・手洗い・うがい・来所時の検温・3密回避・換気を行って行

きます。坂口からお渡しした健康観察表はご利用時に持たせていただけると助かります。暑くなって

きました、室内温度・水分補給にも十分配慮をして熱中症にも気を付けて過ごしていきます。  

自分で収穫したじゃがいもはお家に持ち帰りました☺ 

今年も沢山きゅうりが収穫できそうです 

早速、おやつに食べました 

色々なピースのパズルに挑戦中 

� ニ コ ニ コ 活 動 画 像 �  

久しぶりにみんなで

クッキング♪ しっ

かり混ぜて美味しく

出来上がりました 

７月の壁画を

みんなで作り

ました＊てる

て る 坊 主 を

飾ってかえる

の歌の合唱♪ 

蓮華寺公園に

お散歩行きま

した＊蓮の花

が綺麗に咲い

ていました♪ 


