おたより

NO.９８

うぇるび～通信

管理責任者：野中・秋野

２０２２年5
２０２２年5月１５日 発行
畑 仕 事

種から植えた玉ねぎが大きく育ちました。
新しい利用者さんを迎え、
散歩のしやすい季節になり
ました。
晴天の中さくらが満開で、
とってもキレイでした♪

自分たちで育てた玉ねぎは、とてもみず
みずしく、甘かったです！土を落として
葉っぱを切って市役所で販売しました。
２０２２年
暖かくなってきたので、春野菜を新たに植
えるための準備をはじめました。外の作業
が気持ちいい季節になりうれしいです。

厨房からのお知らせ
掛川「みんなのわ」６月１９日（日）１０時～１５時に参加
します！いろいろな食べ物、雑貨の販売、ワークショッ
プもあり、とても楽しい催しです。お待ちしています♬
こかりんの活動

父の日
ギフト
500円

ネットショップ

インスタ

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

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

日頃より、当法人の活動にご理解ご協力いただけますことに感謝申し上げます。
春を飛び越えて夏の暑さを感じる日や、そうかと思えば肌寒い日もあったりと、体調管理も難しい
時期ですね。もうすぐ暑い夏がやってきます。熱中症にもご注意ください。
先日、障害者虐待について話をさせていただく機会がありました。『小さな芽』（障害者虐待につ
ながりうる小さな出来事）について幾つか例を挙げました。話の後、「それが何故、いけないことな
の？」「よく使ってしまっていた」といった意見がありました。施設という支援の現場は、利用者さ
ん一人ひとり異なる特性を持たれていることや、個々の思いをくみ取りたいが集団活動の場でもある
ため配慮が欠けてしまったりしやすい特徴があります。その事に加えて施設の環境など様々な背景、
要因が作用し、支援する側が良かれと思って行動していても、結果として利用者さんにとって嬉しく
ない言葉が出てしまったり、してほしくない関わり方をしてしまうこともあります。そのようなこと
が起きた時、『小さな芽』を小さな芽のうちに職場内で共有し修正していくことが大事だということ
です。うぇるびーでは虐待防止委員会を４月から正式にスタートしました。虐待が起きないように見
張るための組織ではなく、起こさないよう環境を整えていくための委員会として取り組んでまいりま
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
５月に限定メニューを出します。自家製ベーコンを
使ったペペロンチーノです。ランチ
にて800円で提供します。総数30食
なのでお早めにお越しください。
５日間塩漬けに
した三枚肉を朝か
ら３時まで燻製に
しました。

移動支援
様子

田植えが始まり緑がまぶしい今日このご
ろ。つつじや牡丹など色とりどりの花も咲い
て、外出に適した気候になりました。
４月はコロナ禍の中でも感染対策を充分に
取りながら混雑を避け、お花見を兼ねて動物
園、蓮華寺公園等に出掛けています。
これからも利用者様お一人おひとりのお気
持ちを汲み取り、より充実した支援を提供で
きるように努めてまいります。支援の参考に
させていただきたいので、皆様のご家庭、職
場での様子、お気づきの点をお知らせくださ
い。よろしくお願いいたします。

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

蓬莱橋ぼんぼり祭り

賛助会員様
木曽原 英次 様

“大井川にかかる世界一長い木橋・蓬莱橋のお祭り”
開催日：2022年５月28日(土)、29日(日)
和太鼓の演奏をはじめ、三味線の演奏や各種イベント
が催されます。

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
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★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

ＣＣキッチン
４月、母の日のプレゼント作り
で造花の花束を作りました。
５月は柏餅作りです。参加費は800円です。
お申し込み
070-1390-3030
wbs03617@mail.wbs.ne.jp
CCキッチンは、子どもと障がい児者の交流を
目的に活動しています。みんなで楽しい体験
ができるよう企画していきます。

～職員募集～

・看護師の資格をお持ちの方
（生活介護かりん）
お肉やお魚を買ってきたらすぐ
・移動支援のヘルパー（ヘルパー２級、介護
に塩こうじをぬっておきます。
職員初任者研修修了の方、それ以上の資格
お 肉 は 柔 ら く、魚 は
をお持ちの方）
塩加減がちょうどよ
・グループホームの支援員・世話人（シフト
くなります。
制）（資格についてはご相談ください）
＃ お知り合いの方にもお声掛けいただける
≪申し込み、問い合わせは
と助かります。初倉本部へ、お気軽にご連
0701390-3030 ひだまりカフェ 津田 まで≫
070-1390
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．１２３

Ｎｏ．９７

管理責任者：五條

新学期が始まって1ヶ月が経ちました。子どもたちは新年度の環境にも慣れ、落ち着いて過ごし
ています。その中でも中学・高校に入学したお子さんは、おやつの後の洗い物や、年下のお友達
のサポートをしてくれるなど、成長を感じる場面が増えました。卒業したお友達がやってくれて
いた役割も引き継いでくれています。頼もしいですね。(^▽^)/
(^▽^)/

管理責任者：榎田

新年度が始まりひと月あまり経過しました。子どもたちも色々なことに慣れてきたように感じます。
とはいえ、学校の行事や日々の生活の中で頑張っていると疲れが出てくることもあるかと思います。気
になる点などありましたら、こちらでも配慮させていただきますので事業所までご連絡ください。
気温の高い日はもちろんですが、これからの季節日頃より水分をこまめに摂取するよう心がけてくだ
さい。

ニコニコ活動画像
土曜開所

春休みの活動
お天気も良く、
貴重な体験が
できました。

【水上バス】

【高３生を送る会】
退職された職員さんも
参加してくれました。

【金魚釣り】
今年も雨でしたが、
十分楽しめました。

【おやつ作り】
桜餅を作りました。美味
しく出来上がりました。

体育館を貸し切りにして、体を
動かしてきました

貝を使って工作しました

【【【【浜岡原子力館】】】】

ベーカリー・ラボさんにいただ
いたパンと花壇で育てた夢咲菜
でおやつ作り

今月の工作
吉田公園

エネルギーについて
学びました。

【玉露の里】
お抹茶とお菓子を
いただきました。

避難訓練を
行 い ま し た。落 ち
着いて行動するこ
とができました。

イースターエッグツリーと
小物入れを作りました。

放課後等デイサービス

シエスタさんからいただいたパン
でサンドイッチを作りました

大旅籠柏屋

放課後等デイサービス

「 おれんじ初倉 」だより

「 おれんじ中溝 」
おたより

案山子にも会えました

Ｎｏ．８５

児童発達支援

「いちご」
管理責任者：高森

４月には満開の桜を追っていろんな場所に出かけ、徐々に開く花をみんなで存分に満喫しました。
グミ作りでは慎重に型に流したり、クッキー作りでは生地を練ったり、好きな型を選んで焼きました♪
晴れた日には、初夏のような陽気の日も見られるようになり、汗をかく機会も増えてきました。
しっかり水分補給をしながら、暑い季節に備え体調管理していきましょう。

金谷東公園
吉田公園
新しい制服姿が初々しいです✨

あらさわふるさと公園
蓮華寺池公園
すがすがしい若葉の季節となりました。
少しずつ新しい環境にもなれ、日常生活も落ち着きがみられることではないのでしょうか。
このところ土曜活動で、残念ながら集団療育の音楽療法や体操教室の開催が難しくなってしまいま
した。卒業された方もいらっしゃって、比較的ご利用者様が少なくなっておりますので、お昼のお弁
当購入の体験をし、なるべく人手の少ない公園等の外出先で昼食にしたりしています。その他にも
クッキングや目新しい場所へのお出かけなども計画しております。お友だちや職員と、ぜひ楽しい経
験を広げてみてはいかがでしょうか。
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