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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 

（株）日本防災システム 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.８４ 

管理責任者：野中・秋野 

 日ごとに寒さも和らぎ春め

いてきました。近くでは、梅

や桜の便りも聞こえてきま

す。この時期花粉症で悩まさ

れている方も多いと思います

が、増々マスクが欠かせませ

ん。コロナや花粉症に負け

ず、この季節を乗りきりたい

ですね。 

 居宅担当からのお願いです

が、移動支援や居宅サービス

の受給者証更新時に受給期間

の確認をお願いします。期限

が切れていると、サービスが

利用できなくなることもあり

ます。更新されましたら、コ

ピーを事業所までご提出くだ

さい。 

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        

静岡市と焼津市

の境にある満観

峰です。天気が

良ければ、富士

山、静岡市街

地、駿河湾、南

アルプスが一望

できます。 

イベント紹介イベント紹介イベント紹介イベント紹介    

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。  

藤枝市金比羅山・瀬戸川の桜 

～全長２Kmの並木道を 

     堪能しませんか～ 

見頃：３月下旬～４月上旬 

場所：志太河川敷公園周辺 

 

ツノに自分で絵を

書き、頭につけて

変身！ 

恵方巻のお話を 

聞いた後に、 

鬼当てゲームで 

楽しみました。 

アクリルタワシの袋詰めアクリルタワシの袋詰めアクリルタワシの袋詰めアクリルタワシの袋詰め 

「HOYAエコプロジェクト」 

 ノベルティグッズの 

 お仕事をいただきました。 

 作業を頑張っています。 

畑のお仕事 
ブロッコリー、 

ほうれん草を 

収穫しました！！ 

 うぇるび～通信 

２０２２０２２０２２０２1111年３月１５日 発行 年３月１５日 発行 年３月１５日 発行 年３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 

２０２１年２０２１年２０２１年２０２１年    

    

 この春、ご卒業を迎えられる皆さん、ご卒業おめでとうございます。学校を卒業され社会に出られ

る皆さんは、期待とドキドキで胸がいっぱいのことではないでしょうか。たくさんの仲間や、理解し

てくれる人、支えてくれる人、多くの人と関わり楽しく毎日を過ごせることを願っております。高等

部、中学部などへ進学される皆さんは、新たな学校生活の中で、たくさんの人と出会い様々な

能力、特技を身につけ、将来自分の強みとなるよう伸ばしていって下さい。そのほか進級され

る方も含め、皆さんがこれからも新たな出会いを重ね、この地域で自分らしく暮らしていける

よう、私たちうぇるびー職員一同応援しています。 
                     フリースペース・うぇるびー 代表理事 榎田浩幸  

 

★★★★    CCキッチンの講座を再開しました。 
 2月28日（日）『食べる』という

テーマで野菜や肉や魚の働きを学び

ました。お勉強の後は自分好みのお

にぎりとお味噌汁を作りました。 

３家族が参加してくださいました。 

 

★ 次回のCCキッチン 
『季節の野菜のお話と 

   野菜のお菓子作り』 

 子どもさんの人数に関わ 

 らず４家族限定 
  

 日 時：3月28日（日） 

     10 時～12 時 

 参加費：一人 500円 

 申込み：ひだまりカフェ 

      070－1390－3030 
      担当 秋山 

 

★ カーブス島田店のメンバーさん、スタッフさ

んたちが家庭で眠っている食材を持ち寄って、

ひだまりカフェに寄付してくださいました。写

真のように大量の食材です。 

・学習支援のひだまり教室の子どもたち・りん

ごの利用者さん・グループホームの入居者さ

ん・子ども食堂としてのCCキッチンに来てくれ

る子どもたちの無料ランチやおやつに使わせて

もらいます。 

・おれんじとかりんの利用者

さんなどにもおすそ分けしま

した。カーブスの皆様ありが

とうございました。     

  

★ ひだまりカフェにはいろ

んな方がいろんな種類の寄付

をしてくださいます。食材は

おいしくいただくこととし、

食器やお鍋や本、洋服などは皆さんに提供した

くガレージセールを開催しました。 

ひだまりサロンの皆さんの作品（小物入れやマ

スクなど）も並べました。ご近所さんが大勢来

てくださり、想定以

上の売れ行きでし

た。ご寄付してくだ

さった方々、購入し

てくださった方々、

ありがとうございま

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  

     ＣＣキッチンＣＣキッチンＣＣキッチンＣＣキッチン    

～職員募集～～職員募集～～職員募集～～職員募集～            

    

・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。） 
・生活介護かりんの看護師（看護師または准看護師 

 の資格をお持ちの方）  

 ＃＃＃＃お知り合いの方にも是非お声掛けください。 



２ 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．１００  管理責任者：今井 

 卒業式の季節ですね。柳町にも卒業生が4名いらっしゃいます。さみしくなりますが、それぞれが

新しい環境に慣れ、充実した毎日を送れることを願っています。今月は春休みも控えています。今年

も楽しい活動を企画しました。卒業されるお友達も含め、みんなで楽しく過ごしましょう！！  

 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．１０９ 管理責任者：五條 

ご卒業のシーズンとなりました。先日おれんじ初倉をご利用いただいていた卒業生の方の保護者様よ

り、「通所している事業所内での『集中個別作業』を数人で行った際、『一番早く、長い時間集中して

取り組むことができた』と、スタッフの皆さんに大変評価していただいた。」と感激して連絡をしてい

ただきました。「おれんじでずっと行ってきた手先の作業課題が、卒業後数年たっても訓練として身に

ついていた。本人にとって役に立っているし、自信につながっていると思う。私もとてもうれしい。」

とのことでした。私たちスタッフも報告をありがたく受け止め、今後も卒業後につながる支援を行って

いきたいと強く意識しました。  

 

手作りおやつ

を入れて持ち

帰りました。

(^�^)/ 

冬休みに作成し

た陶芸が焼きあ

がりました。  

どの作品も素晴

ら し い で す。

(^�^)/ 

 余った卵白を使って       

メレンゲクッキーを作りました 

見ているだけで楽しくなる鬼のカップ。 

マフラー完成しました‼ 
ひだまりカフェ からいただいた 

お芋、おいしくいただきました 

<セラピードッグ> 

２月はバンビちゃん

と一緒に小型犬のエ

レナちゃんが来てく

れました‼どちらも大

人気です♡ 

土曜開所日など

でクッキングを

やりました！ 

それぞれやりた

いことを机に向

かってやってい

ました� 

【室外機】 

お友だちの作品

です！ 

お友だちが声を

出して絵本を読

んでいると近く

で聞いて仲良く

見ていました♪ 

 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．８３  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．７１  管理責任者：高森  

 厳しい寒さの中にも、暖かい日差しが感じられることが多くなってきました。２月は節分に豆ま

きを、バレンタインにはクッキングをして過ごしました。引き続き感染予防対策をして元気いっぱ

いに春休みのスタートをきりましょう！  

     

 ２月に、新型コロナ感染症拡大の影響で消費の場を失ってしまった「みかん」「いちご」「メロ

ン」「お茶」を牧之原市認定農業者協議会様からいただきました。ありがとうございました。節分の

週に、鬼の的を倒した数だけおやつを選べるゲームを行いました。皆、真剣にがんばっていました。 

 今年も坂口谷川の河津桜が綺麗に咲きました。暖かい春は、もうすぐそこまできていますね。   

�ニコニコ活動画像�  

 チョコレートを溶か

してよくまぜて、

塗ったり描いたりし

ながらかわいくデコ

レーション☆ 

 
お誕生日おめでとう! 

 鬼は～外！ 

福は～内！ 
鬼の口の中に

たくさんボー

ル を 入 れ た

ね！しっかり

鬼退治できま

した＊ 

 

早速おやつにいただきました�� 

交通ルールを守り、春を感じに行きました� 

投げて倒しておやつをゲット！ 


