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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.８７ 

管理責任者：野中・秋野 

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 

飯塚 榮一 様 

お問合せ先 

Ｆ Ａ Ｘ 

    070070070070----1547154715471547----3006300630063006    

    0547054705470547----54545454----4787478747874787        

イベント紹介イベント紹介イベント紹介イベント紹介    

 『降矢なな絵本原画展～「めっ 

  きらもっきらどおんどん」＆ 

  「おれたち、ともだち！」シ 

  リーズを中心に～』 

 会期：５月29日(土)～７月25日(日) 
 場所：藤枝市郷土博物館・文学館 

 

心あたたまる友情や家族のきずなが

えがかれています。 

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。早めのご注文を宜しくお願いします。  

秋葉公園の紫陽花 

エコパの森 

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。 

「オリジナルデコレーションのクッキー」のご注文「オリジナルデコレーションのクッキー」のご注文「オリジナルデコレーションのクッキー」のご注文「オリジナルデコレーションのクッキー」のご注文 

デザイン、メッセージ等ご要望をお聞

かせください！ご相談に応じます� 

（夏みかんゼリー）（夏みかんゼリー）（夏みかんゼリー）（夏みかんゼリー）    

♪♪♪♪こかりんのこかりんのこかりんのこかりんの活動活動活動活動♪♪♪♪    

お金の 

 勉強 

魚釣りゲーム 

新聞やぶり 

説明書が厚いと重くて作業が

大変ですが、みんなで協力し

て運んでいます。 

箱入りのパソコンソフトを解体

し、中身を種類ごとに分けるお

仕事です。外箱・チラシ・説明

書・DVD・ビニール袋など、紙

の種類にも気を付けながら細か

く分けます。 

お仕事紹介！DVD解体作業 

金谷の矢嶋さんのご厚意により、

玉ねぎとジャガイモの収穫 

をさせていただきました。 

 すがすがしい初夏を感じる

季節となりました。夏に向か

い気温も上昇してきた今日こ

の頃、まだ暑さに体が慣れて

いないうえに昼と夜の気温差

があり、体調管理が難しいで

すが、新型コロナウィルス対

策に加え熱中症予防にも気を

付けていきましょう。 

 うぇるび～通信 

２０２２０２２０２２０２1111年６月１５日 発行 年６月１５日 発行 年６月１５日 発行 年６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    

    

 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。 
 今年は、全国的に梅雨入りが早かったようですが、体感では雨が少ないようにも感じられます。と

はいっても、急な大雨など降ることがあるかもしれません。天気予報など確認して行動するよう心掛

けてください。暑い夏が、すぐそこまで来ています。マスクの着用で水分を摂りにくいと思われる方

もいらっしゃるようですが、口と鼻を隠しているため体温調節がむずかしくなります。マスクを着用

しているからこそ こまめに水分補給するようお願いします。        代表理事 榎田浩幸  

 

★★★★５月の「お味噌の講座」もユーチューブで発信し 

 ます。““““ひだまりカフェ企画食べるということ”””” 

 で検索してみてください。 

★６月は虫よけハーブ水を作ります。 

 参加費はランチ付きで1,000円です。 

  申し込み先  070-1390-3030  
 
 
 
 

手芸大好きグループ活動です。５月はブローチを 

作りました。お洋服やバッグに付けてはいかがで 

しょうか。１個500円です。 

手芸は第１水曜日10時から14時 

ゆったりヨガ講座は第３水曜日 

９時から10時です。 

どなたでもご参加ください。  

 

★５月から市役所でお弁当の販売をはじめまし 

 た。当初は10分で完売したことに舞い上がり 

 ました。週ごとに数を増やしていきました 

 が、４週目には作り手の限界が見えました。 

 当面は30食で行きます。 

 「から揚げ」、「ハンバーグ」、「ジビエ 

  のフライ」、「生姜焼き」、「サバの味噌 

  煮」、「鮭」を持っていきます。 

★酵素ジュースも好 

 評です。夏みか 

 ん、梅、マルベ 

 リー（桑の実）の 

 ３種類あります。 

 ランチとご一緒に 

 注文してくだされ 

 ば100円です。 

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    

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 

～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 

 などはご相談ください） 
・生活介護／放課後等デイサービスの看護師 

 （看護師または准看護師の資格をお持ちの方、 

 勤務日・時間等はご相談ください） 

    

＃＃＃＃お知り合いの方にも是非お声掛けください。 

 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    

 陽だまり入居者の 

 坂田さんが６月１日、 

 滝さんが６月15日に 

 退居するので、５月 

 31日にお別れ会を 

 『ひだまり 

 カフェ』で 

 行いました。  
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 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．１０３  管理責任者：今井 

 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．１１２ 管理責任者：五條 

梅雨明けもですが、新型コロナウイルスのワクチン接種も待ち遠しく感じています。 

早く思い切り外出できるようになると良いですね。 

 おれんじ初倉での放課後の過ごし方は、『課題の取り組み→自由遊び→おやつ（作り）→ギ『課題の取り組み→自由遊び→おやつ（作り）→ギ『課題の取り組み→自由遊び→おやつ（作り）→ギ『課題の取り組み→自由遊び→おやつ（作り）→ギ

ター演奏→帰りの会』ター演奏→帰りの会』ター演奏→帰りの会』ター演奏→帰りの会』という流れができているためか、皆さん落ち着いて過ごすことができて

います。その中で自由遊びをお友だちと工夫して楽しく過ごせたり、ギター演奏も聴いている

だけでなく口ずさんだり、リクエストをしたりといろいろな楽しみ方があるようです。これか

らも私たち職員はご本人の楽しめること、興味のあること、一緒にたくさん探していきたいと

思います。    

      今年の梅雨入りは５月16日と早かったですね。夏も一足早く訪れるのでしょうか？ 

蒸し暑い日も続いています。食事と睡眠をしっかりとり、体調には十分気を付けながら過ごしましょう。 

柳町は今月から新しいお友達を迎えています。久々に女の子のお友達をお迎えし、上級生の女の子たち

は大喜びです。これから仲良く、そして楽しく過ごしていきましょう！！  

                  

                        ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

お母さんに感謝の気持ちを込めて、ハート型のお花を作って 

プレゼントしました。それぞれの家庭で子どもたちなりの 

演出があったようです。「お母さん、喜んでくれたよ！」と 

子どもたちも嬉しそうでした。        ❤ ❤ ❤ ❤ ❤  

お友達によるペーパー  

クラフト作品です！！ 

ベーカリーラボさんからいただいたパン

で フレンチトーストを作りました。  

ピンポン玉を点数箱に 

入れて得点を競います。 

蓬莱橋を渡りました。  

子どもたちに「かわいい❤」と

好評だったミイラウインナー。   

    クッキングクッキングクッキングクッキング    ����    

    お散歩お散歩お散歩お散歩 

おやつに 

ホットケーキを

作りました� 

土曜開所の

日に貝立公

園に行って

きました！ 

４月もバンビ

ちゃんが遊び

に来てくれま

した♪ 

 
 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．８６  管理責任者：榎田 
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 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．７４  管理責任者：高森  

 今年はいつもよりも早い梅雨入りとなり、じめじめとした日が続いていますが、室内が明るくな

るように、みんなで作った色とりどりのアジサイの花を飾りました。また晴れた日には、お散歩で

苗を買いに行き、お花と落花生を植えました。落花生はどんなふうに実るのかな？とみんなで成長

を楽しみにしています。  

     

 今月から、高等部の集中作業や職場実習がはじまります。いつもと違う環境で緊張の毎日だと思い

ます。体調を崩した時にはゆっくり静養して下さい。キャンセルは学校へのお迎えに行く前までにご

連絡いただけると助かります。今年の夏休みも、お出かけは近場を中心に考えています。みんなで

ルールやマナーを守り楽しい時間が過ごせるような活動を考えています。  

�ニコニコ活動画像�  

母の日のプレゼント    

お母さん喜ぶかな～♪ 

大きくなーれ！ 

 

今年も紫陽花が綺麗に咲いています 

      雨の合間の早い下校時間に蓮花寺池公園散策をしました  

おやつ作りをしました 

１人でも好きな遊びを行います 

異学年でも笑顔で仲良く遊べます 


