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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 

栗原 東亜子 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  

おれんじ柳町でひま

わりが満開です。 

おたより NO.７７ 

管理責任者：野中 

 イベント紹介  

  島田市博物館 

「島田発、南アルプス 

 山頂への道」 

  7月4日～9月6日 

静岡空港にて 

今年は七夕の壁画を 

作りました。 

短冊に書いたみんなの 

願いが叶いますように！！！！ 

毎日ひだまりカフェでランチ

の注文を取ったり、配膳や片

付けのお仕事をしています。 
気持ちよくお食事をしていた

だけるよう頑張っています。  

 現在コロナの影響でにじいろ 

市場やイベントが中止になっていま

す。７月はお中元のご注文をたくさんいただ

きありがとうございました。 

 カネハチ、ジャパンバザールでは常時クッ

キーを置かせていただいています。直接ご注

文も承りますので、早めのご連絡

をお願い致します。 

玉入れゲーム玉入れゲーム玉入れゲーム玉入れゲーム    

    0547054705470547----54545454----4787478747874787        

 長い梅雨も明け、本格的な夏の訪れを感

じる季節となります。新型コロナウィルス

感染拡大に伴い、移動支援においても公共

の乗物について自粛をしています。引き続

き感染予防には十分注意してまいります。 

 移動支援の新規の利用者さんがいます。

電動車イス利用で、公園等で歩行訓練をし

ます。一緒に歩いてみますと、歩道の段

差、道路の傾斜など、支援に入ることで町

の中で車いすが通るのに大変なところが良

くわかります。 

   藤枝市博物館 

「ミニチュアの世界で遊ぼう！ 

 楽しいドールハウス展」 

   8月8日～9月27日 

 うぇるび～通信 
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２０２０年２０２０年２０２０年２０２０年    

    

 学習支援のひだまり教室は盛況です。

「成績がクラストップになった」「驚い

たし、うれしかった」とお母さんが報告

してくださいました。集中力がついてき

たんでしょうね。 
 最近みんな、おやつを楽しみにしてく

れています。Bakery laboさんから頂くパ

ンは取り合いになるほど人気です。

「フードバンクふじのく

に」さんから頂いた缶詰

で作るフルーツポ

ンチもお替りして

食べてくれます。 
 7月31日に「アサ 

ヒ飲料」さんから 

助成金3万円と、カルピスウォーターと

サイダーが届きました。飲み物は子ども

たちみんな喜んでくれることでしょう。

いただいた助成金はホットプレートの購

入に使わせていただきます。みんなでパ

ンケーキやお好み焼きを作りたいです。 

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。 

7月上旬、九州での豪雨による河川氾濫では、高齢者施設で14名をはじめとする尊い命が失われま

した。犠牲になられた方のご冥福と、被害にあわれた方が一日も早く通常の日々を取り戻せるよう

願っております。 

 また、島田・藤枝でウイルス感染が確認されました。体調の異変、気になるようなことがございま

したら、各事業所までお知らせくださいますようお願いいたします。 

常日頃から皆様との関わりを大切にし、もしもの時には、ご家族の皆様と連携し適切な対応ができ

るよう心がけたいと思います。暑い日が続いております。体調を整え毎日をお過ごしください。 

                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 

～開かずの扉から行き来のできる陽だまりへ～ 
学校の自粛明けから、カフェエリアでの放課後の学習支

援の児童が増え、送り迎えのお母さん方を含め、陽だまり

の皆さんが関わる機会が増えました。双方一方通行で上手

く噛み合わないこともありましたが、少しずつ距離感が縮

まり、あいさつ、声掛けなど双方、自然と関わることがで

きるようになってきました。 
３年前にうえるびーが陽だまりを引き継いだ当時を思い

返すと、皆さんが成長していることを実感しています。 
安心、安全に加え、人として普通（当たり前）のお付き合

いをする中で信頼関係を築くことができると考えます。  

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  

 (株)丸紅さんより、「今年も大井川の花火大会が中止と

なったため、昨年に引き続きCCキッチンで使ってくださ

い」と、寄付金をいただきました。毎年、地域の皆様が楽

しみにしている花火大会へ協力しようとご用意されていた

分だということを私たちも理解し、地域の 

子どもさんが喜ぶことに使わせていただきます。 

 メニューに鶏唐揚

げを加えました。好

評です。シソジュー

スも新物ができまし

た。お越し 

いただけたら 

嬉しいです。  

第1水曜 手芸教室 10時から14時   

     参加費 昼食付 300円 
第2水曜 ヨガ教室 10時から11時   

     参加費 300円 
 年齢、お住いの地域等は問いま

せん。どなたでもご参加ください。 

※「第4水曜 麻雀を楽しもう」は 

 しばらくお休みします。 ＃お菓子教室＃  

日時：8月20日、21日、22日、23日、 

  24日で都合のいい日 10時~12時  
場所：ひだまりカフェ、参加費：1000円 
参加申し込み： 090-9180-8551 松浦、 

 070-1512-3001 ひだまりカフェ津田  

※キャンプ教室第3回目を9月19日～22日 

の間で予定しています。詳細は後日。  



 

 

 今年は長い梅雨と新型コロナで、７月の連休中のお出かけも思うように行かず、ストレスが…

というのは我が家だけだったでしょうか？ 
 おれんじでは７月中はまだ通常授業の日が多く、なかなか外出はできませんが、毎日の「ギ

ター演奏」がずいぶん気分転換に役立っているように感じています。皆さんそろって静かにその

場で鑑賞!! という感じではないかもしれませんが、それぞれお気に入りの場所で、手を叩いて、

実際にギターを弾かせてもらいながら、好きな曲をリクエストしながら、など気持ちは一つで楽

しく参加していただいています。 
「生の楽器や歌声っていいなあ…」と私たち職員も楽しい気分になります。(^^♪  
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 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．９３  管理責任者：今井 

 暑い日が続いていますね。今年の夏休みは、助成金をいただいて購入したハイエースが大

活躍してくれました。 

 例年に比べ期間は短いですが、子どもたちは毎日元気いっぱい！楽しく過ごしていますよ。 

 始業式まであと少し！残りの夏休みも体調に気を付けながら、楽しく安全に過ごしましょう！！  

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．１０２ 管理責任者：五條 

おやつにフレンチトー

スト作りました 

土曜開所で坂口にて紙芝居と流しそうめん 
1000ピースのパズルに挑戦 

早く涼しくならないかな～ 

ギターの弾き方を教えて

もらって挑戦しました！ 

土曜開所日の読み聞

かせの様子です★ 

この後おそうめんを

食べました♪ 

ギ

タ

ー

演

奏

に

合

わ

せ

て

ダ

ン

シ

ン

グ

♪

 

お絵描きしたり絵本を

みたり、工作をしたり

それぞれの過ごし方で

楽しんでいます☆彡 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．７６  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．６４  管理責任者：高森  

 いつの間にかセミの声が聞こえ始め、季節はすっかり夏になりました。７月は七夕、みんなで願

い事を考えて飾りました。雨の日が多かったですが、晴れた日にはお散歩に出かけ、トンボを追い

かけたり、てんとう虫をつかまえて遊びました。夏休みも外にはあまり出掛けられませんが、楽し

い活動を計画していきたいと思っています。たくさん笑って免疫力をＵＰさせていきましょう。  

  

短冊の色やシール

の色を選び、願い

事を書いて完成！ 

折り紙を折ったり、はさ

みを使ってくり抜いたり

して、鮮やかな飾りが完

成しました。みんなの願

いが叶いますように＊ 
何度も書く練習

をして丁寧に仕

上げました♪ 

 今年は短い夏休みですが、おれんじ坂口では日々楽しみながらもルールやマナーが定着できる活動

を行います。お荷物はリュックに入れて水筒・帽子・タオルは毎回ご持参して下さい。安全の為、ク

ロックスやサンダルでの来所はお控え下さい。健康観察表に朝の体温を記入してお持ち下さい。健康

観察表がお手元にない方や、もうすぐ終わってしまう場合はスタッフにお声かけ下さい。  

�ニコニコ活動画像�  

公園で手洗い・消毒後に

おやつタイム�� 

雨の合間に島田に新しくできた島田ゆめ・みらいパークへ行きました。 

サンドイッチにしておやつで食べました(^^♪ 
いただいたパンを  

室内で色々な事にチャレンジ♥ 


