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お問合せ先

ただいま、新しいパンフレットを作成中です！
14年前、有志が集まってNPO法人を作りました。障がいがあってもなくても自分らしい生
き方ができる地域を作りたいという思いで、活動をしてきました。最初は数人のヘルパーで
「移動支援サービス」からスタートし、毎年、支援の内容を広げてきました。今、幼児から
70歳代までの方々に「自分らしい生き方」を軸に据えたサービスを提供しています。

★りんご製品出店予定★
製品出店予定★
出店先情報

１５０ｇ
１５０ｇ入りジャム 各５００円
５００円

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
☎ ０５４７－３９－３４３３
グループホーム『陽だまり』

スーパーカネハチ 初倉店
ジャパンバザール
楓（てのひら）
伊太和里の湯
芭蕉庵
・とも 静岡店

５０ｇ
５０ｇ入りジャム 各２００円
２００円

05470547-5454-4787

にじいろ市場
（島田市役所ロビー）
毎週水曜日
10:00～13:00

● スタッフ募集 ●

パンフレット作成には各事業所のスタッフがプロジェクトチームを作って取り組んで
います。新しいパンフレットにはうぇるびーの理念とサービスの内容を分かりやすく紹介
していきます。NPO法人が認証された日、9月30日を完成予定としています。
お楽しみに ♪

ひだまりカフェからお知
ひだまりカフェからお知らせ
お客様はぼちぼちですが、グループで
予約してくださるのでありがたいです。
最近、プレミアムなコーヒーが入荷しました！
京都の偏屈なおじさん（自称）が焙煎している
フェアトレードのオーガニックな豆です。ガラス
ドリッパーで抽出し、やわらかい味です。
●１杯 : ４００円
４００円 ●ランチとセット : ２００円
２００円
●お粉 ２００ｇ
２００ｇ : ８００円
８００円
フェアートレードのものとしては非常に
お安いです。地球環境と農民の健康を願って
ご購入ください。

グループホーム陽
グループホーム陽だまり情報
だまり情報
運営開始から6か月目に入りました。
今までのスタッフ、新しいスタッフそ
れぞれが模索する日々でしたが、入居者
さんも戸惑っておられたことでしょう。
でも、最近は見かけのコミュニケーショ
ンから、その奥に潜む心の動きも読み解
けることも、たまにはあります。そし
て、最近は厨房で作った夕食を4人で運
びに来てくれます。
そんな時はすごくうれしいです。

土日などの休日に、ウォーキングや買い物などの余暇活動の支援に入っ
てもらえる方を募集しています。お友達やお知り合いの方で、一緒に活
動できる方をご紹介ください。（介護職員初任者研修終了またはヘル
パー２級をお持ちの方を募集しています）
★ 特に牧之原市方面でお仕事ができる方を募集しています！
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放課後等デイサービス
放課後等デイサービス

「 おれんじ柳町 」だより
Ｎｏ．６７

「 おれんじ坂口 」だより

管理責任者：榎田

Ｎｏ．４１
９月に入ったというのに、ま
だまだ暑い日が続いておりま
す。 子どもさんも、ひと月以
上にわたる長い夏休みを終え、
学校に通う生活へと気持ちも切
り替わってきた頃かと存じま
す。二学期も放課後の短い時間
ではありますが、子どもさんの
成長に寄り添い、安全に配慮し
支援をして参ります。どうぞよ
ろしくお願い致します。

管理責任者：曽根

今年の夏休みも沢山の事にチャレンジしました. 体験を重ねる事で、ルール等が身について
いく素晴らしさをスタッフ一同で感じました。楽しく夏休みを過ごせたのは、保護者様のご協
力があったからです。毎日の荷物の準備ありがとうございました。これからも、色々な事に
チャレンジしていきたいと思います。ご意見ご要望お寄せください、お願いいたします。
シーラック(株)さんへ工場見学に行って
きました。会議室でおはなしを聞き、見
学用の白衣やマスク、帽子を最後まで外
さずに回ることが出来ました。

今年も『ゆうゆうクラブ』さん
が、ボランティアでお楽しみ会を
開いてくださいました。からくり
絵本や紙芝居、マジックを見せて
くださり、子どももスタッフも真
剣に聞き入っていました。

障害者スポーツ協
会による『スポーツ
巡回指導』のひとコ
マです。フライング
ディスクとボッチャ
を体験しました。

８月のニコニコ笑顔の活動の一部です ☺
交流会

「陽だまり」でお食事♪
「ほっとラボ」
ほっとラボ」さん・「
さん・「ころりん」
ころりん」さんと

夏休みのお楽しみ✧
アイスも買っ
たよ♪

流しそうめん♫

静岡市
『ふじのくに地
球環境史ミュー
ジアム』

藤枝市文学館
『とびだす絵本
ワールド展』

電車に乗って東静岡へおでかけ

裏のかき氷屋さんにて

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
Ｎｏ．５８

管理責任者：今井
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焼津市消防防災センター
焼津市消防防災センター
クッキング

焼きそば作
きそば作り開始！
開始！

管理責任者：高森

日中はまだまだ暑い日が続きますが、少しずつ日の入りが早くなっているように感じます。
夏休みは読み聞かせボランティアのさくらんぼさんや手品のボランティアさんに来ていただい
たり、暑い日にはプールに入って遊びました♪
新学期も体調管理をしながら元気に過ごしましょう♪
お菓子釣りに挑戦!
大好きなおやつを釣
り上げました☆
やったね♪

スーパーへ買
スーパーへ買い物
に行き、、、
とっても美味
とっても美味しくできました
美味しくできました♪
しくできました♪

Ｎｏ．２９

セラピードッグのバンビちゃん
も遊びに来てくれました♪

防災訓練やりました！
富士山静岡空港

トーマスに手を
振ったよ！！☺

まだまだ暑い日が続きます。暑さや疲れに加え、特に自我に芽生える思春期を迎える
時期の方にとって声かけの方法は配慮する必要があると考えています。いくつかのポイ
ントはありますが、先日保護者の方から、「朝起こす時に優しい声で声かけをしたらと
てもスムーズに起きてくるようになった。」というお話を伺いました。お母さんの優し
い声のトーンは皆さん大好きだと思いますが、私たちも「優しい声」や「本人にわかり
やすく優しい表現」を心がけていくようにしています。

２

制作 活動
で手型・足
型 のひ ま
わりと花火
をつくりまし
た♪

３

