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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 

榎田 友美 様 

島田ライオンズクラブ 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 

佐野 弘卓 様 

（株）セキュア 様 

（株）ビセイ 様 

（株）丸紅 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.８３ 

管理責任者：野中・秋野 

        

 「一月は行く、二月は逃げる、三月

は去る」と言いますが、2021年も早１

ケ月が経ちました。今年もコロナ禍の

中で始まった年ではありま 

すが、制限された活動の中 

でも、近隣のウォーキング、 

歩行練習、足湯など新しい 

形を取り入れながら皆さん 

との繋がりを大切にしてい 

きたいと思います。 

 引き続き感染対策をお願 

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。 

お問合せ先 

Ｆ Ａ Ｘ 

    070070070070----1547154715471547----3006300630063006    

    0547054705470547----54545454----4787478747874787        

二子山山行 

遠くに富士山もクッ

キリ見えました☺ 

～職員募集～～職員募集～～職員募集～～職員募集～        お知り合いの方にも是非お声掛けください。 

・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。 
・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）  

イベント紹介 

早めのご注文を宜しくお願いします。早めのご注文を宜しくお願いします。早めのご注文を宜しくお願いします。早めのご注文を宜しくお願いします。  

岡部大旅籠柏屋 

『ひなまつり』 

2月6日(土)～4月4日(日) 

“春のひととき柏屋のひな

まつりを楽しみませんか”    

―シトラスリボンシトラスリボンシトラスリボンシトラスリボン 

プロジェクト―プロジェクト―プロジェクト―プロジェクト― 

シトラスリボンとは、 

コロナ禍で生まれた差別や偏

見をなくし、笑顔で「ただい

ま」「おかえり」が言い合え

る地域を目指す活動です。 

島田市役所からの委託

で、製作キットの封入

作業をしています 

(株)五和電機 鈴木様にいただいたもち

米で餅つきをしました。 

天気がいい日は 

ウォーキングに出かけています♪ 

福笑い 

今年は初詣には行かず、 

ほっともっとでお弁当を購入。 

新年クイズ・ヒゲダンス・ 

福笑いをしてミニ新年会を 

楽しみました。 

ほっともっとのお弁当 

菊川の潮海寺 

 うぇるび～通信 
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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 
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２０２１年２０２１年２０２１年２０２１年    

    

日頃より、当法人の活動にご理解ご協力くださる皆様へ深く感謝申し上げます。 
 新型コロナウイルス感染症も年明けから勢いを増し、東京都など感染が拡大している１１都府県で

は２度目の緊急事態宣言が発令されました。静岡県においても感染者の増加、それにより医療提供体

制の確保が難しくなる事への懸念、さらには英国由来の変異株に感染された方も確認されたことで

「感染拡大緊急警報」が発令され、今まで以上に注意して生活することが求められています。とはい

え、感染しやすい状態はこれまでと変りありません。一人ひとりが良識のある行動をとり、手洗い、

消毒、マスク着用など基本的な対応を引き続き心掛けてください。  

                      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    

 あっという間に２月になりました。寒暖を繰り返し少

しずつ春の足おとが聞こえてきました。入居されている

方にとって「今日は何を着ていこうか」、衣服の選択に

迷う季節です。花粉症の方にとっては、気分が晴れない

季節でもあります。 

 コロナと花粉、目的は異なりますが、マスク、手洗

い、うがいなどの対策は同じです。換気のために窓を開

放することについては相反するため、どちらを優先した

ら良いか判断に迷う問題ですが、リスクを避けることを

最優先に楽しく生活していただければと考えます。  

 

スーパーマーケットではレジ横に商品を並べると、レ

ジ待ちの間に手に取っていただけるということです。

それを期待してこのようなものを並べています。  

 

★コロナ自粛で「ひだまりカフェのお客さ

んはどうですか、減っていますか？」なん

て心配していただきます。「影響があるよ

うな、ないような」としか言いようがない

のですが、常連さんは来ていただいていま

す。ありがたいことです。以前のように団

体さんは来られませんが、レジ横の陳列棚

を充実しました。（※左下に続く）  

      ＣＣキッチンＣＣキッチンＣＣキッチンＣＣキッチン    

★★★★フードバンクふじのくにさんからお鏡餅

セットを大量にいただきました。プラス

チックでお鏡餅の形になっていて、その中

に四角いお餅が入っているものです。化粧

箱、飾り物、プラスチック

と解体してやっとお餅にた

どり着けます。その解体を

ひだまり教室の子どもたち

がやってくれました。自分

たちのおやつだから、一生懸命取り組んで

くれました。楽しい、もっと

やりたいと言ってくれまし

た。作業が終わって磯辺焼き

をおいしそうに大切に、いた

だきました。 

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  

ひだまりカフェのレジ横陳列棚の紹介  

【上段右から】 

うぇるびーのクッキー、梅しそ塩、

酒かす塩、ジュース、ジンジャエー

ル、シークワーサー酵素ジュース、

牧之原の手摘みオリーブオイル 

【上から2段目】 

お菓子、梅しそ塩、乾燥榎、うぇる

びー紅茶 

【上から3段目】 

ひだまりサロンの皆さんが作った化

粧ポーチ、マスク、袖カバー 

【一番下の段】 

りんごの荒浪さんが作ったイチゴの

アクリルたわし 

ガレージセールを開催します。珍しいものが

ありますのでのぞきに来てください。但し、

コロナ対策として陽だまりの玄関周りで展示

します。本もたくさん出ます。お楽しみに。 

日時：2月27日(土)、28日(日) 10時から15時  



２ 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．９９  管理責任者：今井 

終息の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症ですが、そんな中でも子どもたちはマスクの着用

ができるようになる等の変化が出始めています。ご家庭で補助のゴムをつけていただくなど、ご協力

いただきありがとうございました。引き続き、感染予防に努めましょう。  

 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．１０８ 管理責任者：五條 

暖かい日は、やっぱり外で遊びたい！！ 

みんなで協力して、ゲームの得点を合計します(o^―^o)ﾆｺ 

 

あんまんを作りまし 

 

た。寒い日は温かい 

 

おやつがいちばん  

 

今日の献立は     

僕が考えました✌ 

手編みのマフラー 

 完成しました！  

新型コロナウイルスの終息もなかなか先が見えず、その影響もあってか、私たちもストレスや緊

張を抱えてしまう社会です。おれんじ初倉を利用しているみんなは現在それほど変わらず安定した

生活を送られているように感じます。それでも何かのきっかけでイライラしたりした時には深呼吸

やマッサージ、動作法の訓練技法など取り入れながらリラックスしていただけるよう配慮していま

す。軽く体を動かしたり、手を当ててあげたりするだけでも気持ちが切り替わることもあります。

ぜひご家族でも試してみてください。 

１月は都合によりいつもと違う

曜日にバンビちゃんが来てくれ

ました♪皆嬉しそうにバンビ

ちゃんと触れ合っていました� 

室外機 

利用者さんが粘土で作っ

た作品です! 
とても細かく再現してあ

り、まるで職人さん✨ 

おやつに 

“ベーカリーラボ”さん 

からいただいたパンを 

焼いて食べました�  

電車 

飛行機 

 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．８２  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．７０  管理責任者：高森  

 毎年恒例の大井神社への初詣。今年も1年元気に過ごせますように。みんなで手を合わせまし

た。ここまで感染症が拡大し、生活を脅かすことになるとは、去年の今頃まだ考えてはいませんで

した。引き続き感染予防を徹底しながら、みんなの笑顔に励まされながら、笑顔を守っていきたい

と思っています。  

     

 子どもたちが植えてくれたチューリップの芽が少しずつ出てきました。暖かくなる頃にはいろとり

どりのチューリップが見られると思います。 

 今年もおれんじ坂口の花壇では季節を感じられる野菜やお花を子どもたちと植えて行きたいと思い

ます。お薦めの野菜やお花がありましたら是非お知らせ下さい。  

�ニコニコ活動画像�  

 

 
 
どら焼きとホットケーキ

作りに挑戦!くるくると

しっかりかき混ぜてゆっ

くり焼き上げました♪ 

ふわふわのパンケーキ 

ができあがりました！ 

大井神社に初詣に行き

ました＊お散歩もして

元気ハツラツ！ 

ミニわっしょいスタッフ手作りの輪投げ・射的・釣りゲーム 

すごろく大会 ゆめ☆みらいぱーく 

お友達とオセロ対局 


