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うぇるび～通信

管理責任者：野中・秋野

２０２２年３月１５日 発行
絵本の読み聞
かせ、開運あ
みだくじ、ゲームで
楽しみました。

協力農家さんからいただいた
柑橘を、丁寧に洗い、種を
取って、皮をむいていきます。
みんなで協力してむいたら、厨房
でおいしいジャムに変身です！
２０２２年
数量限定ですので、見かけたら
ぜひお試しください！

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

厨房からの価格改定のお知らせ
このところの原材料、梱包資材等の大幅な値上げに
伴い、従来の価格の維持が困難になりました。つきまし
ては、大変心苦しいお願いになりますが、4/15より商品
の価格を見直しさせていただきたいと思います。今後も
天気が良い日はウォーキングに行きます。
春の気配が感じられるようになり、とても
気持ちがいいです♪

安心安全第一の商品をお届けできるよう一層努力いた
しますので、どうぞよろ

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。
桜のつぼみも膨らみ、春の訪れをいたる所で感じられる季節ですね。これから卒業、進学、進級、就
労など晴れの門出を迎える皆さん、おめでとうございます。これからも皆さんに笑顔あふれるような良
いことが沢山あることを祈っております。また、４月からの新生活に向けて体調管理等、十分にご留意
ください。年度末新年度は、何かと変化の多い時期です。うぇるびーも今後とも地域に根差した活動
や、地域のニーズに応えられるように努力していきたいと考えております。皆様におかれましては、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

しくお願いいたします。

ＣＣキッチン

新価格表は４月号に
同封いたします。
ネットショップ

インスタ

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

家山梅園にて
鼻崎の大杉
（藤枝市蔵田）

一月は行く、二月は逃げ
る、三月は去ると言われま
すが、早いもので、もう三
月。花の便りも間近になりま
した。二月には梅の花を見物
に家山までヘルパーさんと出掛けた
利用者さんもいました。季節の移り
変わりを五感で感じ、きっと嬉しい
発見があったのではないかと思います。
このコロナ禍の折、移動支援でのご利用に
ついても、ご希望等がありましたらお気軽に
ご相談ください。
イベント紹介

★３月からランチの価格を改定しました。
どんな影響が出るのか心配ではございます
が、ご理解のほどよろしくお願いします。
★市役所でのお弁当販売は好調です。りんご
さんのご家族もみえ、たくさん購入してく
ださいます。心遣いがありがたいです。
★販売
去年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≫

☆恒例のカーブス元島
田店のメンバーさん、スタッフさんからフードドラ
イブの食材をいただきました。たくさんの食材を
りんごさんと一緒に受け取りました。ありがとうご
ざいます。

・看護師の資格をお持ちの方
（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）
・グループホームの支援員・世話人（シフト
制）（資格についてはご相談ください）

～職員募集～

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
小梯 重範 様
田中 健 様

賛助会員様
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

☆２月27日お雛様ケーキを作りました。かわいい作品
ができました。
●３月27日はお茶会をします。着物を着てお菓子とお
抹茶をいただきます。参加費1000円です。着物はひ
だまりにありますので、そのままお越しください。
★冬休みに餃子の王将様から子ども支援として子ども
弁当をいただきました。さらに春休みも２回支援し
ていただける予定で
す。これは一人親家
庭や個食の子どもへ
の支援につながるも
のでもあります。事
前にお申し込みくだ
さい。

津田 惠子 様

チューリップまつり2022 in よしだ
会場：県営吉田公園
期間：2022年３月19日（土）～27日（日）
見頃／３月下旬～４月上旬
＃ 約８万本のチューリップが赤や黄、ピンクなど色
とりどりの花を咲かせます。

ひだまりカフェ

☆お味噌つくりには
９組のご家族が参
加してくださいま
した。夏を越える
とおいしいお味噌
が食べられますよ。

＃ 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
連絡ください。
TEL/FAX 0547－
－54－
－4786
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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．１２１

Ｎｏ．９５

管理責任者：五條

早いもので、今年も卒業生を送り出す季節となりました。ご家庭では
卒業・入学・進級に向け、慌ただしい毎日をお過ごしのことと思います。
今年も新型コロナウイルス感染症への不安を抱えたまま春休みを迎えることとなりそうで
す。既にお知らせしている予定が変更になる場合もございます。ご承知おきください。

管理責任者：榎田

あっという間に３月となりました。おれんじ坂口では４名の方が卒業を迎え、社会に踏み出してい
きます。いつも年下の友達の見本となり引っ張っていってくれてありがとうございました。皆さんが楽
しく、そして自分らしく過ごせるよう祈っています。また、４月には進級、進学される皆さんも新学期
に備え体調管理には十分ご留意ください。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。

【ペン立て】

工作・手芸

柏屋 ＆ めぇめぇカフェ

天気のいい日に公園に行きました

ニコニコ活動画像

おれんじ柳町を卒業
するお友達２名です。

← おれんじのムードメーカーで
す。とびきりの笑顔でいつもおれ
んじを明るくしてくれました。

おやつ作り、
たこ焼き風
中はチョコ、
パイナップル

← しっかり者の頼れるお兄さ
ん。長期休暇のおでかけや調理
の企画を担当してくれました。

花が咲き始めた子
から、お持ち帰
りしています。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

「 おれんじ初倉 」だより
Ｎｏ．１１２

玉露の里 （藤枝市）
に行ってきました。

茶室でお茶とお菓子
をいただきました。

【編みぐるみ】

等身大の雛人形は圧巻でした。めぇめぇカフェ
もリベンジが果たせ、念願のヤギミルク
アイスも食べることができました！！

児童発達支援

「 おれんじ中溝 」

「いちご」

管理責任者：今井

おたより

Ｎｏ．８３

管理責任者：高森

暖かな日差しになるとともに、日も少しずつ長くなってきました。二月は毛糸の糸通しや台紙に
毛糸を貼って手袋を作り、ふわふわの毛糸の感触を楽しみました。節分には鬼達に豆を投げた
り、お友達が鬼に扮してくれたり、みんなで節分を楽しみました♪
今年度もあと少しになりました。卒業、進級に向けて、引き続き健康管理に注意して過ごした
いと思います。

節分

積み木で道路
やかっぱ寿司
を作っていま
した。

ラキューで
飛行機を作
りました。

だいだらぼっ
ち広場 ✈

“シエスタ”さん
からパンをいただ
きました。

春風が心地よい季節となりました。気温や環境の変化など充分に注意して、引き続き体調には十分
に配慮していきたいと思います。先日ある職員が、ペープサート用の紙人形を３体選び、利用者様に
「これでお話（物語）を作ってみて」と声を掛けていました。しばらくしてご自分で考えたお話を楽
しく披露してくださいました。その方の能力や成長はもちろんのこと、いろいろな関りの方法がある
と感心してしまいました。今後も多方面からの関わり、見方を心掛け、一人ひとりを理解し、支援し
てまいります。

２

３

