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コロナ対策のため、４つのグループに分かれて
ひだまりカフェに新年会ランチに行ってきました。

初詣に行ってきました！
今年も元気にお仕事できますよ
うにと願いを込めてお参りしま
した。おみくじも引きました！

２０２２年

発行責任： 代表理事

榎田 浩幸

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 〒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 〒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 〒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 〒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 』 ☎ ０５４７－５４－４７８７

厨房からのお知らせ
オンラインショップ

インスタ始めました！
送料無料キャンペー
ン ＋3割 引 き が2月 末 日
まで延長されました！
3月14日までのお届け分
が対象です♪

おじゃみ

福笑い

ＣＣキッチン ／ ひだまりサロン

TEL 070070-15471547-3006/ FAX 05470547-5454-4787

田中 健 様

～職員募集～

津田 惠子 様

・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）
・生活介護／放課後等デイサービスの送迎運転手
（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。

満観峰から
富士山を望む
小梯 重範 様

●１月の活動報告
１ CCキッチン
キッチン（障がい児者と子ども
キッチン
たちの居場所 ＝子ども食堂）
12月に引き続き、「餃子の王将」様
から子どもランチのプレゼントがあ
りました。
２ お味噌の仕込みを始めました。味
噌作り講習もしています。３㎏4000
円です。容器を持ってきてくださ
い。約１時間でできます。２月末ま
でやっていますので、ご都合のいい
日を予約してください。
３ 市役所のお弁当販売は好評で
す。21日は行列ができました。

菊川市にある
黒田家代官屋敷

梅の開花の便りが届く季節となりました
が、現在新型コロナウイルスのオミクロン
株が猛威を振るっており、日々の暮らしに
不安を抱えるこの頃です。早くこの状況が
収まってほしいですね。
今まで以上に不織布マスクの着用、手洗
い、室内の換気、手指消毒、３密回避、保
湿など予防を徹底しましょう。
移動支援では、近隣での活動のみ、３密
を避けるなど、工夫しながら支援を行って
まいります。ご希望やご意見などございま
したら、お気軽にお伝えください。

フォローお願いします

寄付・賛助会員様ご紹介
（2021年
年10月～
月～2022年
年9月）
月）
月～
寄付者様

賛助会員様

イベント紹介

ムットーニ からくりシアターⅡ
魅惑のムットーニ劇場へようこそ！
場所：藤枝市郷土博物館・文学館（蓮華寺池公園内）
期間：2022年２月５日（土）～３月27日（日）
ムットーニは、機械仕掛けのからくり作品を作り続け、世界で
唯一のボックスシアター・スタイルを確立しました。

木曽原 英次 様
佐野 弘卓 様
(株)ビセイ 様
（株）セキュア 様
ご支援ありがとうございます。

４

日頃より、当法人の活動にご理解ご協力くださる皆様に感謝申し上げます。
まだまだ寒い日が続いておりますが、お変わりありませんでしょうか。
先日、特別支援学校の進路担当の先生とお話をする機会がありました。その中でも特に印象に残っ
たのは、医療的ケアの有無にかかわらず肢体不自由の生徒さんは、１月になっても進路が決まらない
方がいらっしゃるなど、年々進路決定の困難さは増しているとのことでした。当法人でも昨年増設し
た生活介護のスペースも、今度の４月からご利用くださる方でほぼいっぱいとなってしまいそうで
す。少しでも利用される方の選択肢の幅が広がれば良いなという思いで増設しましたが、一度振出し
に戻った気持ちです。今後も、近隣市町の動向や地域のニーズ、行政、学校、他事業所との情報交換
を重ね検討する必要がありそうです。皆様にも良い情報やお話など教えていただけると助かります。
今後とも「うぇるびー」を支えていただけますようお願い申し上げます。
認定NPO法人フリースペース・うぇるびー
代表理事 榎田浩幸

●２月３月の活動予定
CCキッチン
キッチン ２月27日（日）10時～12時
『パンケーキを作ろう』 参加費 500円、
障がいのある方も家族の方かヘルパーさんと
一緒に参加してね。
ひだまりサロン ３月２日（水）10時～12時
『手芸の好きな高齢者の集まり』
参加費 500円、手芸の後でひな祭りのお寿司
を作ります。
CCキッチン
キッチン ３月27日（日）10～12時
『着物を着て、おいしい和菓子でお抹茶を飲
んでみよう。』参加費 500円、子どもも大人
も着物は用意します。

ひだまりカフェ
１月は、かりんさんや他の団体さんにご来
店いただき、忙しい月でした。
２月は、オミクロン株の蔓延もあり、予約
がキャンセルになってしまい、ちょっと寂し
いです。
●販売
去年の２月に仕込んだお味噌ができました。
500グラム500円で販売します。
≪講座も販売も申し込み、問い合わせは
070070-13901390-3030 ひだまりカフェ 津田 まで≫

１

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

「 おれんじ坂口 」だより

「 おれんじ柳町 」だより
Ｎｏ．１２０

Ｎｏ．９４

管理責任者：五條

寒い日が続いていますが、子どもたちは元気いっぱい過ごしています。
去年始めたヒヤシンスの水栽培は、来所後に子どもたちが各自で水替えを行い、
順調に育っています。事務所にお立ち寄りの際は、是非ご覧になってください。
新型コロナウイルス感染症については、まだまだ心配ですね。受験や卒業・入学を控えている
ご家庭もあります。引き続き、体調管理には十分注意していきましょう。

管理責任者：榎田

暦では立春を過ぎましたが、まだまだ寒い日が続いています。寒い日は室内でゲームなどをした
り、天気の良い日や、短縮日課の日は外に出る活動も行い過ごしています。
これから卒業や進級、進学など迎える方も多いかと思います。体調管理にはご留意ください。体調
不良の場合や学校をお休みされるなどで、ご利用をキャンセルする際は、お手数ではございますが、事
業所までご連絡をお願いします。

ニコニコ活動画像
坂口神社へお参りに行ってきました
『ソーラーランプ作り』
窓際などに飾って下さい。

初詣とジャンボ干支を見に行きました。
玉露の里では、お抹茶もいただきましたよ。

外は寒くても、室内はゲームで白熱しています
土曜開所

『プラモエキスポ2020』
』
『プラモエキスポ
ミニ四駆や戦車が人気！！

『フレッシュチーズのミニピザ』
自分で作ったチーズはおいしいね！

いただいたパンケーキミックスでおやつ作り

放課後等デイサービス

児童発達支援

放課後等デイサービス

「 おれんじ中溝 」

「いちご」

「 おれんじ初倉 」だより
おたより
“だいだらぼっち”
に行きました。
ちょうど飛行機が来
て迫力満点でした♪

Ｎｏ．８２

管理責任者：高森

年明けから早いもので、あっという間に節分の季節になりました。年明けには、大井神社に初詣
に行き、今年もみんな元気に過ごせるようお参りしてきました。寒い時期がまだまだ続きそうです
が、季節感のある遊びを取り入れながら、楽しくこの冬を乗り越えたいと思います。

カプラで貯金箱を
作っていました✨

空の道

“金谷大代
ジャンボ干支“
を見てきました。

うん とこ しょ

暖かい～♡
“おおきなかぶ”を
みんなでやりました
中溝の足湯

感染症の流行もなかなか予測ができず、判断が難しい場面も出てきているように感じています。ど
のような場合にも、基本的な理解や行動に対する支援を行っていくことはとても大切です。それに加
え情報に踊らされることなくなるべく正確な情報を収集していく。そしてその情報を共有し、意見を
出し合うことでより良い方向の決断をすることができたらと考えています。そのような側面からも保
護者の皆様には今後もご協力をお願い致します。

２

変な顔に
なっちゃった!!

３

