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厨房からのお知らせ厨房からのお知らせ厨房からのお知らせ厨房からのお知らせ    

お問合せ先     0547054705470547----54545454----4787478747874787        

★りんご製品出店予定★ 

掛川アイリーカフェ掛川アイリーカフェ掛川アイリーカフェ掛川アイリーカフェ    

（ＳＢＳマイホーム 

     センター） 

11111111月月月月23232323日(金)日(金)日(金)日(金)    

10:00～   

もえぎ祭りもえぎ祭りもえぎ祭りもえぎ祭り    

（吉田特別支援学校） 

11111111月月月月24242424日日日日((((土土土土))))    

9:25～12:10 

go!go!go!go!go!go!go!go!六合ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ六合ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ六合ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ六合ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ    

（帯通り南側） 

12121212月月月月2222日日日日((((日日日日))))    

10:00～15:00 

にじいろ市場にじいろ市場にじいろ市場にじいろ市場    

（島田市役所ロビー） 

毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    

10:00～13:00 

     
大井川鉄道

さんのご厚

意で、りん

ごのみんな

でトーマス

撮 影 会 に

行ってきま

した。 

かりんかりんかりんかりん    作品展作品展作品展作品展 

 今年もシュトレンをはじめました！ドライフ

ルーツとくるみがたっぷり、熟成した美味しさ

です。ブラウニーも冬季限定で再登場！スイー

トチョコとくるみたっぷりの濃厚な味をお楽し

みください♪ 

各種詰め合わせにも対応いたします。 
早めのご注文をお待ちしております。 

ギフトセットのご案内を同封しています。 

年末年始の贈り物にいかがでしょうか？ 

ブラウニー 

 150円 

シュトレン1本 1200円 
スライス  200円 

 木々も少しづつ紅葉し始めてきて、秋らしい

季節になってきました。この時期は、各地でイ

ベントが開催され、静岡の大道芸、島田の産業

祭など利用者さんが多数、移動支援を利用して

おります。皆さん目的をもって、積極的に活動

されています。 

＊ イベント紹介 ＊ 

12月月月月9日㈰日㈰日㈰日㈰    

    

    

 
12月月月月8日㈯日㈯日㈯日㈯    

人形劇（茶問屋ショーゴ）、 

牧之原バンド 他.. 

さわやかウォーキング 

～ ヘルパースタッフの皆様へ ～ 

 今年もインフルエンザの予防接種をお願いします。例年通り、接種後は医療機関発行 

の領収書を管理者へご提出ください。 

藤枝街散歩と「スポーツ＆健

康フェスタ」で健康アップ‼ 

藤枝駅（北口）スタート 

13:30～17:00 クラシカ6F 

サバ祭りで焼きたての

サバを食べました。 
陶芸センターでお皿を

作りました。 

 うぇるび～通信 

2222０１８年０１８年０１８年０１８年11111111月月月月15151515日 発行 日 発行 日 発行 日 発行     発行責任： 代表理事  榎田 浩幸 

初倉事業所初倉事業所初倉事業所初倉事業所   〒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 

柳町事業所柳町事業所柳町事業所柳町事業所   〒427-0021  島田市柳町 7 - 7 ☎ ０５４７－３７－２０６６ 

   放課後等デイ 『おれんじ柳町 』  

中溝事業所中溝事業所中溝事業所中溝事業所        〒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』 

坂口事業所坂口事業所坂口事業所坂口事業所   〒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 』 

金谷事業所金谷事業所金谷事業所金谷事業所  〒428-0007 島田市島572-2    ☎ ０５４７－３９－３４３３ 

   グループホーム『陽だまり』 

２０１８年    

１ 

12121212月月月月22222222日日日日㈯㈯㈯㈯    【クリスマス会★】【クリスマス会★】【クリスマス会★】【クリスマス会★】 

       参加費：300円 

グループホーム陽だまりグループホーム陽だまりグループホーム陽だまりグループホーム陽だまり    

ひだまりカフェ 

 11月に女性1名が入居されました。 

合わせて、男性1名の入居について協議を始めました。 
陽だまりの定員を13名にし、北棟開設は11月中旬になります。 
 10月末から風邪が連鎖してしまいましたが、インフルエンザではなかったのでほっとしました。 

1日の中でも日中は暑く、朝晩は寒い日が続いたので、体温調節がうまくいかなくなったのではと

思います。これからはショウガたっぷりの食事を取り入れインフルエンザ対策もしていきます。  

CCキッチン 

 昨年7月のオープン当初から、500円で提供させていただいており

ましたランチですが、11月より650円に値上げさせていただくこと

になりました。値上げに伴い、お客さんが減ってしまうのではと、

ハラハラしておりますが、今後も新メニューなどにも取り組んでい

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 10月より提供している新メニューのオムライスは牧之原市の 

さんふぁーむさんの平飼い卵を使っています。色々な豆を使った

ソースを手作りしています。ぜひ一度お試しください。 

皆様のご来店をお待ちしております。  

11111111月月月月17171717日日日日㈯㈯㈯㈯    

【【【【10101010月月月月11111111月月月月12121212月生まれの子どもさんのお誕生会】月生まれの子どもさんのお誕生会】月生まれの子どもさんのお誕生会】月生まれの子どもさんのお誕生会】    

オールしずおかベストコミュニティーさんのご支援
でお誕生会をします。 
自分たちでお菓子を作ったり、うぇるびーのマフィ
ンとクッキーもでます♪ 
お誕生日でない子どもさんのご参加も大歓迎です！ 

 10月は防災食をおいしく食べる 

工夫をしました。フードバンク 

ふじの国からカレーピラフ、 

チキンライス、けんちん汁など 

をいただき、ひだまりカフェの 

林さん特製の干し野菜を加えて 

作りました。 

子ども達には大好評でした。 

ひだまりサロン  

 高齢者の居場所ひだまりサロンでは10月に原節

子さんの映画を見ました。 

 27日はみんなで箱寿司を作り、CCキッチンの子

どもたちが作ったけんちん汁をいただきました。 

 10月24日は麻雀のお勉強をしました。午前中に

楽しく学んで、昼食を食べると、「午後からも!」

とアンコールの声を受け、延長をしました。 

皆様のご参加お待
ちしております。 

11111111月月月月7777日日日日㈬㈬㈬㈬ 【【【【愛染かつらさんの映画上映会】愛染かつらさんの映画上映会】愛染かつらさんの映画上映会】愛染かつらさんの映画上映会】 

11111111月月月月25252525日日日日㈰㈰㈰㈰ 【着付け教室】【着付け教室】【着付け教室】【着付け教室】 

      高校生や子どもたちに着物を着て 
      もらい、お日切りさんに参拝に行 
      きます。 
11111111月月月月28282828日日日日㈬㈬㈬㈬ 【麻雀】【麻雀】【麻雀】【麻雀】   

       



 放課後等デイサービス 

「 おれんじ柳町 」だより  

 Ｎｏ．８１  管理責任者：榎田 

２ 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ初倉 」だより  

 Ｎｏ．７２  管理責任者：今井 

朝晩の冷え込みが厳しくなってまいりました。皆様も体調には引き続き十分配慮していきた

いと思います。 
先月号で「食べ過ぎないように自分でコントロールすること」が大切なことだとお伝えいた

しました。学齢が上がるにつれ、できることが増え、「自分で決める」場面も増えてくるかと

思います。でも何でも自分の思い通りにふるまえば、ともすると「自分勝手、わがままな行

動」になり、他の人に迷惑をかけたり、結果的に自分にとっても不利益な結果になったりする

場合もあります。 
周りの人と、また自分の中で折り合いをつけ「自分をコントロールする」「気持ちを切り替え

ることができる」ことは社会に出た時にとても大切なことだと考えています。  

10/17に避難訓練を実
施しました。何度か経
験しているお兄さんお
姉さんは、低学年の子
の手を引いて移動して
くれました。とっても
頼もしい姿が見られま
した。 

小学部の児童が、カプラ
という積み木で大作をつ
くっています。自分の身
長よりも高いタワーはバ
ランスを考えながら、家
は階段や車庫まで作られ
ています。 

 「さようなら」と子どもたちを見送りに外に出ると、空がすっかり暗くなっていることに驚くと

同時に、今年も残すところあと１ヶ月余りなのだと重ねて驚いている今日この頃です。日中は戸外

に出るのに丁度よい気候です。公園遊びや、おれんじの外でのシャボン玉などで季節の移り変わり

を肌で感じています。感染症も気になり始めましたので、外から戻った際の手洗いうがいの声掛け

に力を入れています。ご家庭でもお声掛けいだだけますよう、よろしくお願い致します。 

 放課後等デイサービス 

「 おれんじ坂口 」だより  

 Ｎｏ．５５  管理責任者：五條 

３ 

 放課後等デイサービス      児童発達支援 

「 おれんじ中溝 」    「いちご」 

  

  おたより Ｎｏ．４３  管理責任者：高森  

 時折り冷たく吹く風に、少しずつ冬の訪れを感じる頃となりました。 

 10月、暖かい日中はお散歩やお買い物にでかけました。落ち葉でスタンプ遊びをした

り、ハロウィンにちなんでお菓子釣り大会をしました！ 

 2018年も残すところ1ヵ月となりました。寒さに負けないよう元気に年末を迎えられる

準備を整えましょう♪ 

10101010月月月月のおのおのおのお誕生日誕生日誕生日誕生日＊＊＊＊おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます♪♪♪♪    

仮 装仮 装仮 装仮 装 し て パ シ ャ リし て パ シ ャ リし て パ シ ャ リし て パ シ ャ リ ＊＊＊＊    
ハッピーハロウィンハッピーハロウィンハッピーハロウィンハッピーハロウィン！！！！    

朝晩の気温差が激しく体調管理が大変な日が続いています。体調不良等で学校をお休みされる

方も増えてきました。その際は、早めにご連絡頂けると助かります。 

 もうすぐ「もえぎ祭り」ですね。笑顔で元気いっぱいに参加できるといいですね。職員もお子様

達の様子をのぞきに行く予定です。 

 7月からお友達が少しずつ増えています。おれんじ坂口では長期休暇には体験・経験を主にした

活動を計画しております。ご興味があるお友達がいらっしゃいましたらご紹介下さい。  

10月のニコニコ笑顔の活動の一部です(^^♪  

晴れた日には公園でおもいっきり身体を動かします おやつは小さい子から選びます 

とても静かに 
観れました(^^) カレーおいしかったね★ 

帰りの会は全員で 
司会をしました 


