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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）    

おたより NO.９１ 

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 

イベント紹介イベント紹介イベント紹介イベント紹介    

 

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 

 

オンラインショップオンラインショップオンラインショップオンラインショップ「しずおカ・エールマル「しずおカ・エールマル「しずおカ・エールマル「しずおカ・エールマル

シェ」シェ」シェ」シェ」とととと「しずパレ」「しずパレ」「しずパレ」「しずパレ」もぜひご覧くださいもぜひご覧くださいもぜひご覧くださいもぜひご覧ください☆☆☆☆  

お問合せ先 

Ｆ Ａ Ｘ 

    070070070070----1547154715471547----3006300630063006    

    0547054705470547----54545454----4787478747874787        

 10月に入っても暑い日が続いて

いますが、朝晩は秋の訪れを感じ

る季節となってきました。 

 ９月30日をもって緊急事態宣言

が解除されましたが、引き続き

「人と人との距離の確保」「マス

クの着用」「手洗いなどの手指消

毒」等の基本的な感染症対策を実

施しつつ、移動支援では島田市の

天徳寺、諏訪原城跡、吉田町の小

山城等のウォーキングが予定され

ています。 

 先日、藤枝市陶芸センターでの

作品が出来上がり、初倉事業所の 

入口に展示をしていま

す。お近くに来た折に

は、ご覧ください。 

  ！市役所販売再開しました！ 

皆が集まるにじいろ市場はまだ再開でき

ませんが、ひだまりカフェと合同で、毎

週金曜日11時から13時まで、お弁当やハ

ロウィンのお菓子などを販売していま

す。ご来店をお待ちしています。 

 

  藤枝市陶芸 

センターで創りま

した。個性あふれ

る作品が出来上が

りました。 

吉田公園

内を散策 

！お仕事紹介！ ・・・箱入りの

ばんそうこうを１０箱ずつ袋に詰

めて、封をするお仕事です。 

袋が薄いので破れない

ように気を付けて作業

しています！ 

かりんでは、新しい 

仲間を２名迎えました。 

皆で楽しく仲良く 

過ごしていきたい 

ですね！！ 

車いす体験車いす体験車いす体験車いす体験 
（介助・自走・バスケット） 

   カツオカツオカツオカツオSHOWてんてんてんてん    

期間：2021.10.16(土)～11.14(日) 
 焼津駅前通り商店街が楽しい 

   ストリート美術館に！ 

 うぇるび～通信 

２０２２０２２０２２０２1111年１０月１５日 発行 年１０月１５日 発行 年１０月１５日 発行 年１０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 
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２０２１年２０２１年２０２１年２０２１年    

    

日頃より、うぇるびーの活動にご理解ご協力くださる皆様に深く感謝申し上げます。 

 季節もすっかり秋めいてまいりましたが、皆様お変わりありませんでしょうか。 

 さて、うぇるびーも９月30日をもって、第17期を無事終了することができました。振り返ると、新

型コロナウイルス感染症により、全ての事業において苦しい運営を強いられた１年でした。そのよう

な中でも皆様のご理解、ご協力があったからこそ、大きな問題もなく乗り越えることができたと思い

ます。また、生活介護事業「かりん」では、４月から重症心身障がいのある方の利用も始まり、更に

活気づいてまいりました。まだまだ、地域資源の不足感は否めませんが、まずはこれからもうぇる

びーが利用者さんに安心して選んでいただける事業所になるよう職員一同研鑽を重ねてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。                    代表理事 榎田浩幸 

 

～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。 

 

 

  

 

 

  

  

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  

      

  ９月はカイロプラク 

ティックの先生に姿勢

のことを講義してもら

いました。親子３組が

参加しました。 

 10月24日10時～12時はア

イシングクッキーを作りま

す。講師は「りんご」さん

のパテシエです。親子４組

限定ですので、お早目に申

し込みください。 材料費 

１セット 1,000円です。 

 

９月のお誕生会（学習支援の児童、りんごさん、

ひだまりの入居者さん）のお菓子です。 

 24日はこのようなクッキーを作ります。 

 

 学習支援ひだまり教室は不登校生の受け入れを始め

ました。悩んでいるご家族のご相談も受けます。お気

軽においでください。 

    ＣＣキッチンＣＣキッチンＣＣキッチンＣＣキッチン    

 第第第第17171717期期期期    定期総会について定期総会について定期総会について定期総会について 

11月27日土曜日10：00～ 金谷北地域交流センターに

て開催いたします。新型コロナウイルス感染症対策と

しまして正会員様のみ、正会員様のみ、正会員様のみ、正会員様のみ、1111家族家族家族家族1111名での出席名での出席名での出席名での出席とさせてい

ただきます。また、正会員様であっても、風邪の症状

や37.5℃以上の熱がある方は出席を控えていただけま

すようお願いいたします。 

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 

 緊急事態宣言中も解除された後もあまり変

わりなく、常連さんが来てくださっていま

す。今後は新規のお客様にも来ていただける

よう広報していきます。 

 10月から市役所販売を再開しました。日々

詰め方も上手になり、美しいお弁当が出来上

がりました。10月１日はロコモコ丼、ポーク

チャップ弁当、とり南蛮、鮭弁当、カツカ

レーの五種類に栗ご飯、おかずセットとして

カボチャのいとこ煮、筑前煮をもっていきま

した。完売でした。  

 

 

 高齢者の居場所として運営していますが、

若い世代よりも行動力があり、手芸を中心に

手仕事をしています。今、着物の帯からトー

トバックを作っています。できたものは販売

しますので、カフェにおいでください。 
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 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．１０７  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．１１６ 管理責任者：五條 

秋も深まりさわやかな季節となりました。コロナワクチン接種も進み、感染者数も落ち着いてき

ているようです。まだ「お出かけを思い切り楽しむ」とまでは行きませんが、今一度気を引き締め

つつも少しずつ活動の幅を広げていくことができたらと感じております。 
お家で「こんなことができるようになったよ」「最近こんなことを楽しんでいるよ」「あそこに

お出かけしたら落ち着いて楽しめたよ」などの情報もぜひお寄せください。お待ちしております。 

 暑さも和らぎ、すっかり秋らしくなりましたね。 

本来ならば行事の多い２学期ですが、今年も新型コロナウイルス感染症の影響を受け、子どもたちが楽しみ

にしていた行事にも様々な制限が加わりそうです。自粛期間が長くストレスも多いことと思いますが、そん

な時こそ自分の楽しみを見つけて過ごすことができたらいいですね。柳町では引き続き、手芸や工作などの

時間を提供していきます。興味のあるお子さんは、是非挑戦してみてください。  

  【かき氷】【かき氷】【かき氷】【かき氷】            【宝箱を作ったよ】【宝箱を作ったよ】【宝箱を作ったよ】【宝箱を作ったよ】        【買い物体験】【買い物体験】【買い物体験】【買い物体験】支払いも自分でします！  【アイマスク作り】【アイマスク作り】【アイマスク作り】【アイマスク作り】 

【モビール作り】【モビール作り】【モビール作り】【モビール作り】ストローでモビールを作りました。 

秋風が気持ちいい季節です。風の通る場所に飾ってください。 【おはぎを作ったよ】【おはぎを作ったよ】【おはぎを作ったよ】【おはぎを作ったよ】        【避難訓練】【避難訓練】【避難訓練】【避難訓練】 

 

 

 

 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．９０  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．７８  管理責任者：高森  

 新年度が始まってから、はや半年。あっという間に10月になりました。夏に植えた落花生もかわ

いい実がなり、無事収穫できました。風も心地よくなり大好きなお散歩では、みんな気持ちよくリ

フレッシュしています。夕暮れも早まり、寒暖差が大きくなってきているので、体調を崩さないよ

うに過ごしていきたいと思います 。 

     

早いものでもう10月。コスモスが風に揺られる季節となり日中は過ごしやすくなりました。 

吉田特別支援学校では、9月後半に高等部3年生の職場実習が終わり（一部変更有り）高等部2年生の集

中作業・職場実習、高等部1年生の集中作業が12月迄に実施される予定です。高等部になると少しずつ

卒業後の自分を想像したり、希望や夢を胸に抱いている姿がみられます。みんなが卒業後に自分の希望

する居場所にいられると良いですね。  

�ニコニコ活動画像ニコニコ活動画像ニコニコ活動画像ニコニコ活動画像�  
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お散歩気持ちいいね♪ 

ソーシャルデイスタンスで活動 

おれんじ通貨を使って昼食に自分の好きなパンの買い物体験 

異学年でも仲良し(^^)v 

難しいけど楽しいバランスゲーム 

夏休みに音戯の里に行きました 


