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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 

 

 今年も残りわずかとなりまし

た。 

 家事援助では、今年、独居の

方から買い物支援（数人のヘル

パーで対応）の要望を受けまし

た。定期的に支援が入ることに

より、安定した生活リズムが築

けているようです。 

 移動支援では、新型コロナウ

イルス感染症の感染状況が落ち

着いてきてから、新規申し込み

が増えています。利用される方

が、経験を重ね次のステップに

進むことができるよう、支援の

充実を図っていきます。 

                        ≪≪≪≪藤枝市出身の日本画家－北村さゆり展北村さゆり展北村さゆり展北村さゆり展≫ 

     ～文学とのかかわりが与えてくれた可能性～ 

 期間：2021年12月11日(土) ～ 2022年1月30日(日)  

 場所：藤枝市郷土博物館・文学館 

 ＊ 多彩なアートワークと独特な世界観が楽しめます。 
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（島田市と 

藤枝市の境） 

オンラインショップも引き続きよろしくオンラインショップも引き続きよろしくオンラインショップも引き続きよろしくオンラインショップも引き続きよろしく

お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。 
しずおカエールマルシェ     で検索しずおカエールマルシェ     で検索しずおカエールマルシェ     で検索しずおカエールマルシェ     で検索 

今年もたくさんのご注文を今年もたくさんのご注文を今年もたくさんのご注文を今年もたくさんのご注文を

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 

お歳暮・お年賀のギフトセットは締め切らせて

いただきました。ご了承ください。 
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島田市人権擁護委員の方たちに、寸劇やクイズ等

での「人権教育出前講座」を開講していただきま

した。 

島田市の健康福祉課から指導員の方が来

てくださり、体組成計による健康指導と

歯磨きの指導をしてくださいました。 

 きれいに磨くためには手鏡が有効だそうです！ 

    ～職員募集～～職員募集～～職員募集～～職員募集～    一緒にお仕事をしてくださる方を募集しています。             

・・・・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） 
・・・・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） 
お知り合いの方にもお声掛けいただけると助かります。初倉本部へ、

お気軽にご連絡ください。       TEL/FAX    0547-54-4786 ご支援ありがとうございます。 

 うぇるび～通信 

２０２２０２２０２２０２1111年１２月１５日 発行 年１２月１５日 発行 年１２月１５日 発行 年１２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 

   就労継続支援B型事業『 りんご 』         ☎ ０７０－１５４７－３００６ 
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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、ご協力いただく皆様に感謝申し上げます。 

11月27日(土)新型コロナウイルス感染症の感染防止の対応として、正会員様、

報告者の31名のみ出席し、第17期通常総会を開催いたしました。事業報告、決算

報告、役員の選任、第18期の事業計画、予算、等々をご承認いただきました。ご

出席いただいた皆様お忙しい中ありがとうございました。 

 第18期を迎えたフリースペース・うぇるびーは、障がいがある人もない人も自

分らしい生き方ができる地域社会の構築を目指し活動してまいります。引き続き

ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 新型コロナウイルスの感染者数も少なくなってはおりますが、引き続きご注意

ください。また、冬場になるとその他の感染症の話も聞こえてきますのでどうか

お気を付けください。                  代表理事 榎田浩幸 

 

 

 新型コロナウィルス感染症の対応に終始した

１年でした。 
 これまでパーテーション設置、アルコール消

毒や体温測定とといったコロナ対策を実施して

きました。12月になって、自動検温器とスリッ

パ殺菌ロッカーを設置しました。 
 今後もできる限りの対策をしていきます。多

くの皆さんにご利用いただきたいと思います。  

 

 

 12月１日は本年最後の手芸の日でした。 

１年間お疲れさまということ

で金谷の手打ちそばの会の方

に来ていただき新そばをいた

だきました。この日の活動は

お買い物バック作り。軽くて

たくさん入るものを作りまし

た。ひだまりカフェで販売しています。 

 新年は１月５日10時からです。帯を使った

バックを作ります。手芸の

好きな方はご参加くださ

い。地域は問いません。遠

くからでもご参加くださ

い。また、和菓子とお抹茶

で新年を祝います。  

  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  

    11月28日環境アドバイザーの

馬場利子さんをお招きして、親

子で食品の安全性の勉強をしま

した。５家族で子どもたちが７名

でした。みんな神妙な顔でお話

を聞いていました。  

  

 今年もクリスマス会はひっそ

りと行います。ミニストップ金

谷町店さんや労金島田支店さん

からお菓子をいただけるとの連

絡が入りました。ひだまりカフェ

に来た子どもたちには12月18日

12時30分にお菓子を配ります。  【お誕生日クッキー 

                      配布の様子】 

    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 

  公益財団法人JKAより『2021年度新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止策に対する緊急支援事業』にて、

初倉事業所、金谷事業所にAI機能搭載検温器を、柳町

事業所へオゾン除菌装置を設置しました。                 

公財）公財）公財）公財）JKAより補助をいただきましたより補助をいただきましたより補助をいただきましたより補助をいただきました  

NTT西 日 本（株）、

テルウェル西日本

（株）の担当者様に

設置の協力をしてい

ただきました。 
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  放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．１０９  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．１１８ 管理責任者：五條 

空気も澄みわたり、例年より少し控えめな気もしますが、イルミネーションが私たちの目も心も楽

しませてくれる季節となりました。 

今年は行動の制限もありましたが、その中でも様々な経験ができ、確実に成長されていく皆様の姿

を拝見することができました。まだまだ油断はできそうにありませんが来年はどのような年になるの

か、していけるのか、楽しみにしています。 

体調には十分に注意していただき、良いお年をお迎えください。 

今月に入り、冷え込みも厳しくなってきましたね。この一年も、新型コロナウイルス感染症の影

響で、いろいろな制限を受けた年でしたが、その中でも子どもたちと楽しめることを見つけ、 

笑顔で過ごすことができました。これも日頃よりご理解とご協力をくださる保護者の皆様、関係者の皆様

のおかげです。ありがとうございました。今年も残すところ2週間ほどとなりました。体調には十分気を

つけて新年を迎えたいですね。来年も笑顔で過ごせる一年になりますように…。  

蓮華寺池蓮華寺池蓮華寺池蓮華寺池

公園公園公園公園    

室内遊び室内遊び室内遊び室内遊び    

バンビちゃんがバンビちゃんがバンビちゃんがバンビちゃんが    

来てくれました来てくれました来てくれました来てくれました    

輪投げ輪投げ輪投げ輪投げ    

大学生のボラン大学生のボラン大学生のボラン大学生のボラン

ティアさんがタブティアさんがタブティアさんがタブティアさんがタブ

レットを使って輪レットを使って輪レットを使って輪レットを使って輪

投げ指導を行って投げ指導を行って投げ指導を行って投げ指導を行って

くださいました。くださいました。くださいました。くださいました。

皆教えてもらった皆教えてもらった皆教えてもらった皆教えてもらった

通りに上手に投げ通りに上手に投げ通りに上手に投げ通りに上手に投げ

られるようになっられるようになっられるようになっられるようになっ

ていましたていましたていましたていました✨ 

 

アイマスク完成！アイマスク完成！アイマスク完成！アイマスク完成！    

修学旅行に持って行ったよ！！ 

    【【【【11111111月の工作】月の工作】月の工作】月の工作】    

林檎の小物入れです。 

玄関等に飾って下さい。   

ヒヤシンスの水栽培を始めました。開花まで  

 ３～４ヶ月かかるようです。花が咲いたら 

 持ち帰ります。楽しみにしていて下さい。  

みんなが大好き❤❤！！ 

ミイラウインナー。 

   【ばらの丘公園】       【蓬莱橋】         【ＳＬ公園】 

 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．９２  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．８０ 管理責任者：高森  

 12月になり、本格的な寒さが感じられる日が増えてきました。学校での大きな行事も終わり、一

年も終わりに近づいてきました。室内ではクリスマスに向けての壁面の飾りも少しずつ賑やかに

なってきています。リハビリでは、「すごいね～」の職員の声に得意げな顔が見られました♪冬本

番に向け防寒対策や体調面に気を付けながら、来年からも楽しく過ごしたいと思います。 

  2021年も、残すところあとわずかとなりました。今年も新しい生活様式実行の日々でしたが、安全・

安心の活動ができるよう心がけてまいりました。引き続き、色々な事に配慮させていただき活動を提供

してまいります。ご希望の活動等ございましたら是非ご提案下さい。当日のキャンセルや、送迎の変更

は事業所の電話にお願いします。学校へのお迎えの前までにご連絡いただけると助かります。ご協力の

ほど、よろしくお願いいたします。  

�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�  

スタッフの増田さんのご厚意で菌打ちした、しいたけの収穫体験 

マナーを守り図書館で、読み聞かせの本選び 

まだまだ楽しいバランスゲーム 


