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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.８８ 

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 

ひだまりサロン 様 

（株）丸紅 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    

藤枝市文学館 

 「鈴木まもる 絵本と世界の鳥の巣展」 

  2021年８月１日(日)～９月26日(日) 
下田市在住の絵本作家・鈴木

まもる氏の作品展。世界各地

で収集した珍しい「鳥の巣」

約40点と絵本の原画約100点

を紹介するユニークな展覧会です。 

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。  

高天神城跡(掛川市) 

長谷川家長屋門(島田市) 

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� 

（夏みかんピール）（夏みかんピール）（夏みかんピール）（夏みかんピール）    

 梅雨明けが待ち遠し

い今日この頃です。７

月はオリンピックが開

催されます。コロナ禍

で大変厳しい状況です

が、私たちもテレビの

前で応援のエールを送

りたいですね。 

 今月は新しい利用者

さんが３名増えまし

た。10代、20代の男性

で家族以外の方と出掛

けたい、社会体験を積

みたいとのことで、近

隣の外出から始めま

す。利用者さんのお宅

で今年も大輪のひまわ

りが咲きました。黄色

のビタミンカラーが元

気を与えてくれます。 

看護師の鈴木章子さん

に素敵なスヌーズレン

をいただきました★ 

みんな目をキラキラさ

せて、リラックス効果

で癒されています。 

帽子・手袋・エプロンをし

て、衛生に気を付けて作業し

ます。はかりを使って正確に

入れる作業は難しいですが、

練習を重ねています。 

お仕事紹介！お仕事紹介！お仕事紹介！お仕事紹介！ 

クレイジーソルトびん詰め作業 

大袋に入った塩を、小さなびん

に詰め替えます。1200びんを 

２週間で仕上げます。 

「ぎんもくせい」へ移行する滝さんのお別れ会

を開催しました。滝さんからのご挨拶、歌やダ

ンスなどで盛り上がり、仲間からはお別れの

メッセージを送りました。 

高氏さん宅の

大ひまわり大ひまわり大ひまわり大ひまわり 

 うぇるび～通信 

２０２２０２２０２２０２1111年７月１５日 発行 年７月１５日 発行 年７月１５日 発行 年７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。 
 新型コロナウイルス感染症ですが、ワクチン接種も少しづつ広がりを見せているように感じます。

まだまだ予断は許さない状況ですが、東京オリンピックについては様々な意見が飛び交う中での開催

となりそうですね。しかし出場する選手の皆さんは、この日を待ち望んでいてこの日のためにコン

ディションを合わせてられると思います。皆さんの活躍に期待し密集しないで観戦しましょう。  

                                    代表理事 榎田浩幸  

 

★★★★５月23日 食べること講座 

「お味噌のチカラ」のユーチューブです。 

ご覧ください。 

 https://youtu.be/H8iSmyUx3MY 

★★★★６月27日 虫よけハーブ水作り 

３家族が参加しました。ローズマリー、ミント、レモン

グラスをそれぞれのお鍋で煮たのです

が、いずれも独特の匂い 

でした。でも、それをス 

プレー瓶に詰め、体に 

吹きかけると優しい 

香りで神経がスーッとリラックスしまし 

た。ユーチューブは下のアドレスから。 

https://drive.google.com/file/
d/1X9fhZ3zgJuW4tPaS1DoiSZe05OjiNxiH/view?

usp=sharing  ご意見ください。登録もお願いします。 

次回CCキッチンは７月25日 10時から「夏休みのものつ

くり講座」です。缶バッジ200円、お手玉200円、消しゴ

ムはんこ200円、布草履500円などを作ります。好きなも

のに挑戦してください。 

問い合わせ先 070-1390-3030  ひだまりカフェ 

hidamari.kanaya@gmail.com 

 

 

毎週金曜日の島田市役所でのお弁当

販売、好評です。 
新作ロコモコ丼。おいしいですよ。 

  

 

 

毎月第１水曜日  10時から14時ごろまで。 

楽しく手芸をしています。 

お近くの方、遠くの方も、ご一緒に楽しみません

か。  

       夏休み子ども食堂 

 

五和小、金谷小学校の皆さんに夏休み無料食事券

を配布します。 

今年も丸紅株式会社さんからご寄付いただきまし

た。また、フードバンクふじのく

にさん、ベーカリーラボさん、ご

近所の皆さんからいろいろな食材

等もいただいています。その他の

地域の子どもさんはチケットがな

くても大丈夫です。夏休み「ひだ

まりカフェ」に遊びにおいでくだ

さい。 

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） 
・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。 

ベーカリーラボさんより、美味しいパ

ンをいただきました。 
放課後等デイサービス「おれんじ」を

利用する子どもたち、ひだまりカフェに来てく

れる子どもたちのおやつにさせていただ 

きました。いつもありがとうございます。 

 島田市東町498-6 ㊡日曜日・月曜日 
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 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．１０４  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．１１３ 管理責任者：五條 

 ⻑い梅⾬が明けると楽しい夏休みと本格的な暑さが待っています。まだマスクや換気の対策も
必要ですが、熱中症予防のため、エアコンの利用や水分補給など十分配慮してまいります。今年
の夏休みも安全に、楽しい経験をたくさん積んでいただきたいと考えています。ご家庭でも体調
などに注意していただき、気になることなどありましたら是非お伝えください。ご協力よろしく
お願い致します。 

蒸し暑いお天気が続いています。残念ながら、今年の夏もマスクは手放せそうもありませんね。

マスクをしていると、マスク内側の湿度により、喉の渇きを感じにくくなるそうです。脱水症状による熱

中症を防ぐためには、こまめな水分補給はもちろん、１日３食の規則正しい食事や十分な睡眠時間の確保

が必要です。夏に負けない体作りを心がけましょう！        

        

       お父さんやご家族にプレゼントするサボ 

       テンを作成しました。子どもたちは 

       プレゼントする方をイメージし、デ 

       ザインを考えていました。❤  

 

小雨の降る中、金魚釣りに行ってきました。 

10㎝以上ある金魚を釣り上げることができ、 

子どもたちも大満足！大切に育ててね！ 

土曜開所土曜開所土曜開所土曜開所 

さすき園さんの『さすきランド』で 
遊ばせていただきました。   ‥‥  

６月もバンビ

ちゃんが遊び

に来てくれま

した� 

皆でレゴブロッ

ク遊び★ 

“うみしる”に行って

きました� 

 
 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．８７  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．７５  管理責任者：高森  

 日差しも徐々に強さを増し、暑い日には室内で遊ぶ日も多くなってきていますが、みんな元気に

活動を楽しんでいます。制作では絵の具のついたビー玉を転がして、影絵風の作品を作ったり、ス

タンプ遊びではアイスクリームの味を想像しながら楽しみました。 
これから夏も本番！体調に十分注意しながら今年も元気に夏を乗り切りたいと思います。  

     

 もう少しで暑い夏休みが始まります。必要に応じて携帯用の扇風機や首に巻く保冷剤等、ご準備い

ただけると多少涼しく過ごせるかと思います。お持ちになる際は必ずお名前の記入をお願いします。 

 夏休み中は日毎に活動内容が違いますので、活動計画表で持ち物の用意、確認にご協力お願いいた

します。  

�ニコニコ活動画像�  

ビー玉いろんな

線になるね♪ 

 き
れ

い

に

で

き

た

よ

～

！

 

 

初めてスズメが巣を作りました 

旬の果物上手に食べられたかな？ 

変わった形のバランスボール登場 

1人で好きな事したり、お友達を誘ったり、フリールームでの過ごし方を自分で選んでいます 


