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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  

おたより NO.７９ 

管理責任者：野中 

ねずみくんのチョッキ展ねずみくんのチョッキ展ねずみくんのチョッキ展ねずみくんのチョッキ展    

 令和2年 10/3～11/29 
藤枝市郷土博物館-文学館 

『なかえよしを・上野 

 紀子の世界』 

 

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。 

ギフト等は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。 

    070070070070----1547154715471547----3006300630063006        お問合せ先  

うぇるびーでは、一緒にお仕事をしてくださる方を募集しています。 
・看護師の資格をお持ちの方（おれんじ中溝・生活介護かりん） 

・グループホームの世話人および生活支援員（陽だまり） 

・移動支援のヘルパー（ヘルパー2級、介護職員初任者研修修了の方、 

 それ以上の資格をお持ちの方） 
お知り合いの方にもお声掛けいただけると助かります。初倉本部へ 

お気軽にご連絡ください。       TEL/FAX 0547-54-4786 

職 員 募 集職 員 募 集職 員 募 集職 員 募 集    

イベント紹介 

 暑い夏も一段落してきました。 

 コロナ禍で以前と同じような活動は難しいけ

れど、今できる形の移動支援を目指し、方法を

模索しながら自分らしく楽しみたいですね。 

 うぇるびーでは10月より新しい年度が始まり

ます。何人かのヘルパーさんが退職となりまし

た。そこで、ヘルパーとして一緒に活動して下

さる方を募集しています。お友だちや、お知り

合いの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介く

ださい。 

蓮華寺池公園 

富士見平展望 

 10月1日より、「かりん」と「りんご」が分離 

して、それぞれが20名の定員で再スタートします。 

「かりん」では1階で重症心身障がい者を受け入れる 

ための改装も終わり、実習生も受け入れております。 

「りんご」の事業所名は「おれんじ初倉」という名 

前はなくなり「就労継続支援Ｂ型事業りんご」のみ 

となり金谷を主たる拠点とします。管理者は秋野、

サービス管理責任者は吉田になります。 

「かりん」は今までどおり野中が担当します。 

今後ともよろしくお願いします。 

島田市健康づくり課の方たちによる出前

講座で、体組成形による健康指導・ 

はみがき指導をしていただきました。 

8月26日 

9月3日 

バラの丘 

公園で 

 うぇるび～通信 

２０２０年２０２０年２０２０年２０２０年10101010月１５日 発行 月１５日 発行 月１５日 発行 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    

    

10月24日(土)そば打ち体験をします。10人限定 

です。お早めに申し込んでください。 

参加費1,000円です。   申込先 070-1390-3030 
                                                    ひだまりカフェ津田 

                                                   

                              

                                        

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。 
 季節もすっかり秋めいてまいりましたが、皆様お変わりございませんでしょうか。 
 うぇるびーの第16期が、9月30日をもって無事、大きな問題もなく終了することができました。第16

期は、未だ終息の兆しも見えない新型コロナウイルスによる感染症への対応により、通所事業、移動

支援事業は運営に苦戦を強いられてまいりました。現在では、新しい生活様式の定着、皆様のご理解

により以前と同じほどとはいえませんが、徐々に普段どおりの利用に戻りつつあります。 

 また、初倉事業所では1階に生活介護「かりん」の肢体不自由の利用者さんの生活スペースを確保す

るため、改修を行い、今後の利用を見据えた特別支援学校高等部の生徒さんの職場実習を受け入れる

ことができました。これで地域資源が充足されたわけではございませんが、利用者さんに安心して選

んでいただけるよう、職員一同研鑽を重ねてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 皆様へ、お願いがございます。医療ケアの必要な利用者さんにも安心してご利用いただけるよう看

護師さんを、引き続き募集しております。   フリースペース・うぇるびー 代表理事 榎田浩幸  

 管理責任者：村松 

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    

 平日、起床時間の6時30分にはすでに目を覚まして

いる方がほとんどです。7時に朝食、8時から9時の間

に送迎車に乗り込み事業所に向かいます。 
 事業所から陽だまりに15時から16時15分の間に戻っ

てきます。入浴、食事を済ませ、19時頃までに各自居

室に戻り、テレビを観たり、ぬり絵、ゲームなど各自

好きなことをしたりして過ごしています。翌日の出発

に備え、早めに就寝される方や、好きな番組を観てか

ら就寝される方などさまざまです。 

 現在、入居者は11人です。北棟の空き室に入居を希

望されている方がいます。職員を増員し、入居を進め

たいので、仕事をしてみたいと思われた方は陽だまり

職員に声をかけてください。  

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  

10月から定番メニューに鶏唐揚げとジビエ（鹿）の

ミートローフを加えます。9月に試作として提供し、

よい評価をいただきました。鳥唐揚げ650円、ジビエ

1,000円です。ぜひ食べに来てください。  

    第16期 定期総会について 
11月28日土曜日10：00～ 島田楽習センター4F  

   第3楽習室にて開催いたします。 
今回は、新型コロナウイルス感染症対策としまして、

出席は正会員様のみ出席は正会員様のみ出席は正会員様のみ出席は正会員様のみとさせていただきます。加えて、

風邪の症状や37.5℃以上の熱がある場合は出席を控え

ていただけますようお願いいたします。 

たこ焼き おにぎり 

 学習支援の子どもたちとグループホームの

入居者さんとのふれあい。 
 

平日は20名ほどの子どもたちが宿題をしに

やってきます。入居者さんの中には子ども

たちと触れ合うのが好きな方が何名かおら

れます。子どもたちやお迎えに来たお母さ

んに話しかけたり、お勉強をしている様子

をじっと見ていたりするのですが、今日は

珍しい人がカフェの本棚にやってきまし

た。いつもは人とのかかわりが苦手な方な

ので、子どもたちがいなくなってから本を

見に来るのですが、今日はにぎやかな様子

を扉の隅でじっと見ていていました。「本

棚に行っていいよ。」と声をかけるとあえ

て子どもたちがいっぱいいるところを通っ

て本棚に行きました。その場面を見て

ちょっとうれしくなりました。  



 

10月に入り秋も深まってまいりました。このところ気候も良くなり、学校やご家庭での日常

生活も安定していらっしゃるのか、おれんじでも機嫌よく、落ち着いて過ごされている方が多

いようです。 
検温⇒手洗い、うがい⇒課題⇒自由遊び⇒ギター演奏など、ご自分のペースもありますが、

おれんじでの過ごし方がルーティンとなり身についていらっしゃる方も多くなりました。それ

でもいつもとは違う活動、たとえば「ドッグセラピー」なども回数を重ね、経験することで、

「落ち着いて、他者とかかわる力」が伸びてきていると感じられる場面も少なくありません。

これからも癒し系ドッグ「バンビちゃん」の力に期待しています‼  
２ 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．９５  管理責任者：今井 

暑さも和らぎ、朝晩は寒さを感じる季節になりました。学校行事では、修学旅行や実習も始まって

います。 
一日を通して季節が変化するこの季節、引き続き体調管理には充分気を付けていきましょう。  

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．１０４ 管理責任者：五條 

カレー作りカレー作りカレー作りカレー作り    

輪が作れた輪が作れた輪が作れた輪が作れた!!!!!!!!    

工作ひまわり工作ひまわり工作ひまわり工作ひまわり    

かき氷作りかき氷作りかき氷作りかき氷作り    

ステッカー作りステッカー作りステッカー作りステッカー作り    

カプラで花火カプラで花火カプラで花火カプラで花火    

的当てゲーム的当てゲーム的当てゲーム的当てゲーム    

今年最後のかき氷♪ 

大人気でした☆ 

９月もバンビちゃんが来てくれました。 

見学に来てくれたお友だちも大喜びで遊

んでくれました♪ 

定番になってい

るギター演奏☆ 

毎回みんなノリ

ノリです♪ 

動物の絵合わせ

カードに夢中♪ 

一人で楽しめるこ

とも大事ですね☆ 

ＳＬ公園ＳＬ公園ＳＬ公園ＳＬ公園    

 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．７８  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．６６  管理責任者：高森  

 すごしやすい季節になってきました。お散歩もとても気持ちが良いです。 
秋は運動会やお祭り、修学旅行と行事が盛りだくさん♪がんばっている分リラックスして 

過ごせるよう個々の関わりを大切にしていきたいと思います。  

     

ミノムシの風船

をぷくーっと 

ふくらませて 

にっこり� 

お月見の壁画を作りみん

なで豊作を願いました♪ 

色々な色のとん

ぼを作りました

♪ビー玉を転が

してカラフルに

仕上げました★ 

おれんじ坂口では、帰りの会が終わってから掃除の時間を設けています。帰りの会が終わると声かけ

をしなくても、子どもたち自ら「今日は何のお掃除をする」と掃除道具や掃除場所に向かう姿がみら

れます。自分がやれる事を指導員と相談したり指導員から依頼されたりして、毎日行っています。 

掃除道具の使い方や掃除の方法が定着できるように、これからも支援させていただきます。  

�ニコニコ活動画像�  

図書館で借りた本を読書中 

今日も自分達で綺麗にしてから帰ります(^・^) 
ゴミの分別も完璧✨ 

ソーシャルディスタンス 

をとって、読みかせ 


