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寄付者様寄付者様寄付者様寄付者様    

渡邊 俊晴 様 

小林 智博 様 

佐野建築・設計 様 

佐野 美雪 様 

松浦 静治 様 

花澤 宏 様 

津田 惠子 様 

石田 幾代 様 

田中 健 様 

小梯 重範 様 

賛助会員様賛助会員様賛助会員様賛助会員様    

（株）Link 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    

（（（（2020年年年年10月～月～月～月～2021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.８１ 

管理責任者：野中・秋野 

 ～千葉山ハイキングコース 

  どうだん原周辺の紅葉～ 

       

 12月に入り今年も残すところ半月とな

りました。あちらこちらで美しいイルミ

ネーションが目に入ります。島田駅前広

場でもサンカク公園が島田のまちのあた

たかさを表現したイルミネーションに包

まれています。 

 このコロナ禍において浜松、静岡への

移動は再度自粛しています。感染予防に

十分配慮するとともに、マスク、手洗

い、消毒などの徹底に努めたいです。特

にお出掛けの前に体温を測ることをお願

いします。 

  

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ります。 

お歳暮・お年賀のギフトセットはお歳暮・お年賀のギフトセットはお歳暮・お年賀のギフトセットはお歳暮・お年賀のギフトセットは 
締め切らせていただきました。ご了承ください。締め切らせていただきました。ご了承ください。締め切らせていただきました。ご了承ください。締め切らせていただきました。ご了承ください。  

お問合せ先 

Ｆ Ａ Ｘ 

    070070070070----1547154715471547----3006300630063006    

    0547054705470547----54545454----4787478747874787        

いざ小山城 
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五和電機 鈴木様の畑で 

いも掘りをさせていただきま 

した。美味しそうなさつまいも 

がたくさん採れました♪ 

今年もたくさんのご注文を今年もたくさんのご注文を今年もたくさんのご注文を今年もたくさんのご注文を 
        ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 

大井川鐵道様のご厚意に 

より「蒸気機関車の見学」 

に5名ご招待していただき 

ました。 

新しい内職を始めました。 

頑張っています！！ 

消しゴム 

ハンコ 

 坂道がほとんどないので、 

安心して楽しめます。 

 ～職員募集～～職員募集～～職員募集～～職員募集～             

・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） 
・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） 
・グループホームの世話人・支援員（資格、経験についてはご 

 相談ください。 
お知り合いの方にもお声掛けいただけると助かります。 

イベント紹介 

 うぇるび～通信 

２０２０年２０２０年２０２０年２０２０年1111２月１５日 発行 ２月１５日 発行 ２月１５日 発行 ２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     

   グループホーム『陽だまり』            ☎ ０５４７－３９－３４３３ 

   『ひだまりカフェ』                   ☎ ０７０－１３９０－３０３０ 

１ 

２０２０年２０２０年２０２０年２０２０年    

    

★クリスマス会 *2回に分けて開催します。 

 今年はミニストップ金谷店様から焼き菓子 

 詰め合わせをいただきます。 

 そのほかお楽しみがあるかも・・・。 

   12月18日(金)14時30分～18時まで 

   12月19日(土)10時～12時まで 

★白菜の収穫 

   12月20日(日)8時～9時、参加費1000円 

★親子でミニ門松作り 

   12月26日(土)、27日(日)  

     各3組限定 参加費一対1500円 

                  

                                        

11月28日（土）第16期通常総会を開催いたしました。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止を目

的とし正会員様30名の方にご参加いただき、事業報告、決算、役員の選任、第17期の事業計画等々の

ご承認を得ることができました。皆様お忙しい中ありがとうございました。 

第17期を迎えたフリースペース・うぇるびーは、これからも地域に根差

した活動を念頭に置き運営してまいりますので、引き続きご理解ご協力の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 
新型コロナウイルスへの感染確認が島田市内、その他近隣市町でもこれ

まで以上に聞かれるようなっております。皆様も、感染しない、感染を拡

大させない、気を緩めないようご注意ください。         

 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    

 新型コロナが身近に迫ってきていると感じています。 

 入居しているみなさんの感染リスクを少しでも減らす

ため、移動支援や同行援護の自粛、カフェとの間のドア

を閉鎖するなど、残念ですが、お楽しみを減らしていま

す。安心できる状況になったら再開します。新型コロナ

に早く退散してほしいです。  

CCCCCCCCキッチンキッチンキッチンキッチン  

 

 新型コロナ感染者が増えています。子どもたちが学校か

ら帰ってきたときの手洗いの指導を再度徹底しています。 
 「子どもたちに」といろんなものを頂戴します。六合の

ベーカリーラボ様からは1～2週間に1回、おいしいパンをい

ただきます。みんな嬉しそうに頂いています。 
 最近は2人の方からお米どっさりいただきました。島田市

の担当課からもミカンやアルファ米をいただいたり、グリ

フィスフーズ様からパンケーキの素を100個 

いただきました。そのほかに大根やブロッ 

コリーなどいろんな方が届けてくださいま 

す。感謝感謝です。 

うぇるびーの就労事業では島田市から依頼を受け

『シトラスリボンプロジェクト』に協力させていただ

くことになりました。新型コロナウイルスへの感染が

確認された方々や、私たちの暮らしを支えてくれる

方々がコロナ禍で差別偏見を受ける現実があります。 

シトラスリボンプロジェクトは、差別偏見なく、暮

らしの中で「ただいま」「おかえり」「ただいま」「おかえり」「ただいま」「おかえり」「ただいま」「おかえり」

と言いあえる街でありますように、と

いう想いを共有する運動です。  

 

   

 12月は例年通りではないものの、グルー

プ予約が数件入りました。広いこととすい

ているので「コロナ対策としては安心」と

いう声も聴きました。 

 いよいよカフェのブログをはじめようと

思います。この発信が集客につながること

を願っています。  

      ひだまりサロン 

★ひだまりサロンに国から助成金が出ました。 

 それで体温計や自動アルコール消毒装置や 

 血圧計、血中濃度測定器を買いカフェの玄 

 関に設置しました。 

★手芸のグループが11月に作っ 

 た小物入れが人気です。着物 

 の生地で作った物は、柄が 

 「鬼滅の刃」の雰囲気なので 

 すぐに売れてしまいます。 

 400円です。お早めにどうぞ。  

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  

学習支援 
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 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．９７  管理責任者：今井 

先月に比べ、寒さも一段と厳しくなってきました。今年も残すところ、あと半月です。年末になると気

持ちが忙しくなりがちですが、スタッフ一同、気持ちに余裕を持った支援と送迎をしていきます。月末

には冬休みも控えています。体調には十分気をつけ、元気に新年を迎えましょう。  

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．１０６ 管理責任者：五條 

12月に入り冷え込むようになってまいりました。今年は新型コロナウイルスの影響で日常の生 
活や学校の行事、外出など大きく変化しました。それでもおれんじの利用者様方は、心配してい

たほどの影響を受けることなく、落ち着いて毎日を過ごされているように感じています。 
ご家庭や学校の対応の成果ではありますが、一人ひとりの成長を感じます。遠くへのお出かけ

はできなくても、ご家族やお友だちと楽しめること、一人でも落ち着いて楽しめること、これか

らも一緒にたくさん見つけていきたいと考えています。来年もご理解、ご協力をよろしくお願い

いたします。  

おやつ たこ焼き作り 土曜開所  

ねずみくんのチョッキ展 

スクラッチアート 

バンビちゃん来所 

11月のドッグセラピー♪ 

今まで触れなかった子も

何回か会うことで触れる

ようになりました� 

 

空港の展望台に行きました✈  

ギター演奏

大盛り上が

りです� 

 

電車ごっこ  

 

 放課後等デイサービス 

「 おれん坂口 」だより  

 Ｎｏ．８０  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．６８  管理責任者：高森  

 晴れて暖かい日は散歩に出掛けたり、壁画製作ではふわふわとした感触を楽しみながらいろいろ

な形のお芋を作りました。またクリスマスに向けてツリーの飾りつけもしました＊ 

今年も残すところ半月となりました。感染症予防を徹底しながら元気に冬休みを迎えましょう。♪  

     

 ２０２０年は、色々な初めての体験や経験の１年でしたが、坂口のご利用者様とスタッフ一同笑顔で

過ごす事ができました。これも、日頃より惜しみないご協力をくださる保護者様や関係者の皆様のお

かげだと思います。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。 

 ２０２０年も残すところ、わずかです。体調に注意して楽しく過ごしていきたいです。 

【お願い】当日キャンセルや送りの変更のご連絡は学校へお迎えに行く前までに事業所にご連絡いた

だけると大変助かります。ご協力お願いいたします。  

�ニコニコ活動画像�  

 クリスマスの飾りつけ♪ 

 プレゼントをいれる 

 クリスマスブーツを 

 作りました♪ 

 みんなでさつもいもの

制作♪ いろんな形の

おいもができたね！ 

����11月のお誕生日会月のお誕生日会月のお誕生日会月のお誕生日会����    

おめでとうございます！おめでとうございます！おめでとうございます！おめでとうございます！ 

 

今年のサツマイモ収穫は(>_<) 

ミニわっしょいの通貨作り中 

花壇にチューリップを 

植える備をしました 

球根を沢山植えました 皆で花苗を買いに行って、花壇作り� 

 


