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クリスマス会の準備で、ハンドベル
の練習をしています。今年は去年とは
違うパートを練習しています。
クリスマス会が楽しみです。

授産品コンクールで酒粕黒豆パウンドケーキが
『オールしずおかベストコミュニティ理事長賞』
を受賞しました。授賞式に行って来ました。

２０１７年

1２月
今年の1月30日に仕込んだ
「みそ」の販売を始めました。
島田産、無農薬の大豆。
そのだ農園さんの監修です。

★りんご製品出店予定★
市民協働フォーラム

にじいろ市場

（生涯学習センター） （島田市役所ロビー）

しっとり濃厚なチョコレート
いっぱいのブラウニーを
販売中です。
冬期限定 １個 １５０円

お問合せ先

12月2日(土)
9:30～15:00

を
風邪予防
しよう ！

(マスクがない時はティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い、
顔を他の人に向けないなど)

③ 人混みに入る可能性のある場合にはマスクを着用しましょう。
④ 室内の換気を行うとともに適度な湿度を保ちましょう。
⑤ 十分な栄養と睡眠をとり健康管理に努めましょう。

11月19日に第13期通常総会を開催、35名の参加者を得ました。ありがとうございました。
活動報告、決算、役員選任、14期の活動案、名称の変更等々が承認されました。
第14期より当法人の名称を「認定NPO法人フリースペース・うぇるびー」に変更するために、
ただいま手続きをしているところでございます。変更となった後も、会員の皆様、ご支援して
くださる皆様におかれましては、今までと変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
また、うぇるびーの中期計画、重症心身障がい者に対応した生活介護事業所の開設に向けた
準備も進めてまいります。
計画の実現に向け、皆様のご支援をいただけますよう、重ねてお願い申し上げます。

毎週水曜日
10:00～13:00

05470547-5454-4787

インフルエンザの流行が始まりました。
皆様には「うつらない」「うつさない」対策を実践しましょう。
① 「うつらない」ために手洗いをしましょう。
② 「うつさない」ために咳エチケットを励行しましょう。

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』

第13期総会
期総会 終了いたしました。

厨房からのお知らせ
クリスマス限定の
デコレーションクッキー
を始めました♪
１個 ２００円

惠子

★グループホーム陽だまりから
入居者さんが2名増え、6名で暮らすようになって1か月がたちました。
み～んな、仲良く暮らしています。

★ひだまりカフェから
12月23日クリスマス会をします。
①バンド「横の田んぼの川」さんに来ていただきます。
スタッフ募集
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。一緒
に活動できる方をご紹
介 下 さい。(初任 者研
修またはヘルパー２級
をお持ちの方)

時間
10時～13時
参加費 子供200円、大人300円
ケーキに限りがあります。
②みんなで寸劇「大きなかぶ」全員参加で大きなかぶを抜こうね。
必ず申し込んでくださいね。
③ビンゴゲーム（どんな景品が当たるかな。）
締め切り12月
12月15日
15日
④パーティー（ケーキ、ポテト、おにぎりを用意します。）

★子供と障がい者の昼食づくり＝Ⅽ
★子供と障がい者の昼食づくり＝Ⅽ・Ⅽ・キッチン
2018年
2018年1月27日
27日
①みんなで昼食を作ります。
②食べます。

時間
10時～15時
参加費 子供100円、大人200円
持ち物 エプロン、三角巾、タオル

参加申し
参加申し込み締め切り 1月15日
15日

③ゲームをします。
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１

放課後等デイサービス
放課後等デイサービス

「 おれんじ柳町 」だより
Ｎｏ．７０

「 おれんじ坂口 」だより

管理責任者：榎田

Ｎｏ．４４
支援学級の代休の

気が付くと今年も残すところわずかと

日に、川根温泉の

なりました。
保護者のみなさまのご協力もあり無事

足湯へ行ってきま

一年を終えられますこと感謝申し上げま

した。寒くなるこ

す。とは言ってもあと少しございますの

れからの季節にい

で子どもたちも大人も笑顔で過ごせるよ

いですね。

う心がけていきたいと思います。

管理責任者：曽根

１１月１１日に坂口秋祭りを実施しました。朝方の雷と雨で心配しましたが、設営時間には雨も
止みテントを３張たてて外で食事する事もできました！今年は、保護者様にもご協力頂き昨年とは
少し違う雰囲気だったと思います。室内企画では、お子様達や他事業所の方々にもご参加頂きとて
もアットホームな雰囲気でした。
今年足を運べなかったお子様・保護者様是非来年遊びに来てくださいね☆ご協力頂いた皆様、本
当にありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。そして新なご協力の方もお待ち
しております♡
♪ １１月
１１月のニコニコ笑顔
のニコニコ笑顔の
笑顔の活動の
活動の一部です
一部です ♪

時間迄に設営完了

餅つき体験後の豚汁と食事

外は寒いので室内で過ごす事が多くなりました。狭い
空間でも、それぞれの過ごし方を見つけ、時には学
素敵な売り子さんも
登場しました☆

校や年齢を越えた繋がりが見えてほほえましいシー
ンに出会える事が有ります。

今年初のパン６０個完売！！

放課後等デイサービス

ハイチーズの演奏も
楽しかった♫♪

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．６１
フリールームでの様子
フリールームでの様子

管理責任者：今井

おたより

１１/
１１/２７ 島田中央公園に
島田中央公園に行ってきました

帽子と眼鏡を
顔にはって
楽しんだよ♪
みんなで
積木遊び
したよ♪
なにが
できたかな？

アスレチック
でたくさん
遊んだよ！

管理責任者：高森

寒さも少しずつ厳しくなり、本格的な冬の訪れを感じられるようになりました。
今 年 も 残 り あ と わ ず か と な り ま し た。一 年 間 あ り が と う ご ざ い ま し た。
寒さに負けないよう体調管理をしながら冬の始まりを元気に迎えましょう♪

紅葉がとても
きれいだったよ♪

今年も残すところわずかとなりました。高等部の皆さんは進路の決まった方も
いらっしゃるかと思います。さまざまな進路先がありますが、数年間入所支援を
受けながら自立訓練や生活介護を利用するサービスをご存知でしょうか？
先日利用者様が３倍の難関を突破して合格できたとの報告がありました。その
方の能力もですが、ご家庭の姿勢も重要だと伺ったことがあります。微力ながら
私たちもご家族の皆様に協力し、利用者様方の成長のお手伝いができればと考え
ています。

２

Ｎｏ．３２

だるまさんとあっぷっぷ！
壁画制作を頑張っています♪
ピアノの練習中♪
上手に弾けるかな？

バンビちゃんが
遊びに来てくれました♪
ご飯も上手にあげられる
ようになりました♪

２０１７年を
笑顔いっぱいで
見送りましょう

３

