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うぇるび～通信

管理責任者：野中・秋野
おおおお仕事紹介

今年は４月から新しく４名の利用者をお迎え
しました。みんなで楽しく活動していきます。

２０２２年４月１５日 発行
レタス農家さんの作業場に
出向き、レタスを箱に詰め
るお仕事をしてきました。

決められた数の向きを揃えて
箱に並べるのは難しいですが、
頑張ってやり切りました。
４月１日ウェルカム式

４月４日通所開始式

厨房からのお知らせ

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

うぇるびーのクッキーは安心安全でおいしいものを
お届けするために、素材にこだわっています。
－ 今月の素材 大石さんちの平飼いたまご －
低農薬で育てた地元産のお米を使った飼料を食べて
いるので、黄身がきれいな薄黄色。ストレスをあたえ
ない平飼いで育った元気な
24時間テレビチャリティー委員会様から
福祉車両を贈呈していただきました。
４月から運行開始します。併せて安全運転、
感染症対策を心掛け送迎していきます。

にわとりが産むたまごです！

ネットショップ

インスタ

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。
ご入学、ご進級された皆様おめでとうございます。また、４月より新たな生活が始まった方も多いか
と思います。それぞれの進路で多くの仲間や関わる人と出会い、たくさ
んのことを経験し身につけていってください。皆さんが自分らしく、笑
顔でいられることを願っております。４月４日に、うぇるびーの生活介
護かりんにて、令和４年の通所開始式が執り行われました。先輩方や職
員の見守る中、皆さん堂々とされていました。毎日楽しく通ってくださ
いね。うぇるびーのみんなで応援しています。
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

ひだまりカフェ

ＣＣキッチン

・３月から値上げさせていただきました。ご来店くだ ・２月のカップケーキつくりは

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

移動支援

様子

うららかな春の日差しが心地よい季節
となりました。４月に入りましたが、ま
だまだ楽観できない新型コロナへの対応
や気温の変化などに十分注意して支援を
行ってまいります。
３月に数名で藤枝市陶芸センターに出
掛け、各々が作品づくりにチャレンジし
てきました。様々な経験が自立への一歩
に 繋 が る よう 願 っ ており ま
す。このような場面で移動支
援をご活用いただければ何よ
りです。

さるお客様は大きな変化はありません。ありがたいこ
とです。本当に食材の値上りが直撃で苦しいです。し
かし、ご近所さんや利用者さんのお宅からのお野菜、
果物のいただき物があり、助かっています。
・市役所でのお弁当販売も順調で、12時過ぎにはほと
んどが売れているようです。３月は島田市立看護専門
学校の事務方さんや労働金庫島田支店さんからのご注
文がありました。ありがとうございました。

の

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

イベント紹介

津田 惠子 様

「静岡の鉄道展～さあ、静岡県内の
鉄道旅にでかけよう！～」
開催場所：藤枝市郷土博物館・文学館
開 催 日：令和４年４月２日（土）
～令和４年５月29日（日）

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

・手作り味噌と塩こうじを販売します。
お味噌
500グラム 500円
塩こうじ 100グラム 200円
購入の際は瓶をもって、お越し
ください。

好評でした。楽しそうにカップ
ケーキを作っている様子が見ら
れる動画をユーチューブにアッ
プしました。ぜひのぞいてくだ
さい。

QRコード

・４月は母の日のプレゼントつくりです。
造花の花束を作ります。材料費等で
1,000円くらいかかります。
≪講座も販売も申し込み、問い合わせは
wbs03617@mail.wbs.ne.jp
070070-13901390-3030 ひだまりカフェ 津田 まで≫

～職員募集～
お肉やお魚を買ってきたらすぐに塩こうじをぬっ
てくと、お肉は柔らかく、魚
手作りみそは
おいしいよ！
は塩加減がちょうどよくなり
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）
３月29日静岡県共同募金会様よりおれんじ坂口に対 ・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）
して、令和３年度赤い羽根共同募金の助成決定
＃ お知り合いの方にもお声掛けいただける
の通知をいただきました。助成金の使途は車両
と助かります。初倉本部へ、お気軽にご連
の購入です。赤い羽根共同募金運動に寄付くだ
連絡ください。TEL/FAX 0547－
－54－
－4786
さっている皆様ありがとうございました。
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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．１２２

Ｎｏ．９６

管理責任者：五條

いよいよ新学期が始まりましたね。進級や新しい制服に喜ぶ子どもたちの姿を見ていると、
こちらまで清々しい気分になります。柳町は今年も新しいお友達を迎えてのスタートとなりま
した。今年もみんなでいろいろな経験をしながら楽しみましょう！！

管理責任者：榎田

ご進学、ご進級おめでとうございます。新学期も始まり新しい担任の先生や新しい授業にまだ戸惑い
のある方もいらっしゃるかと思います。ご家庭でお気づきの点などあるようでしたらお知らせくださ
い。春休み中は、お出掛けやクッキング、工作などを通し子どもさん達の笑顔をたくさん見ることがで
きました。保護者の皆さま、お弁当や持ち物などの準備にご協力いただきありがとうございました。

浜名湖体験学習

3月の工作
月の工作

春休みの活動
施設

ニコニコ活動画像

ウォット

日本平動物園

スプリングドームを作りました。お家
に飾って下さい。ガーランドは子ども
たちと職員が協力して作成しました。
風に揺れるととてもきれいですよ。

クッキングでは、できる事を見つけ
お手伝いしてくれました。

法多山
ベーカリーラボさん
とシエスタさんから
おやつにパンをいた
だきました。
いつもありがとう
ございます。

日本平動物園

無人駅の芸術祭

春休み中、お出掛けもたくさんしました。

高３生お別れ会

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．１１３

「 おれんじ中溝 」

児童発達支援

「いちご」

管理責任者：今井

おたより

Ｎｏ．８４

管理責任者：高森

暖かい陽ざしの中、新年度がスタートしました。春休みは日に日に膨らむ桜の様子を見ながらド
ライブしたり、お花を探しながらお散歩を楽しんだり、室内ではボールプールや綿あめやグミ作り
をして楽しみました。
今年度も子どもたちそれぞれのペースを大切にしながら、楽しく過ごしていきたいと思います。
大井川鐡道
門出駅
公園
クッキング
「ワタミの宅食」
さんの試食キャン
ペーンをご利用さ
せていただきまし
た。とても簡単に
おいしいメニュー
ができました！

春の日差しが感じられる季節となりました。ご入学、ご進級おめでとうございます。
環境や気温の変化などで体調も含め、不安定になりやすい時期でもあります。一人一人の状況を理
解し、過ごす環境や空間、また対応の方法を考え、落ち着いて過ごせるよう、工夫していきたいと思
います。今年度も皆様の様子をたくさん教えてください。また、学校の様子なども聞かせていただけ
るよう、ご理解、ご配慮いただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。
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３

