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■特定非営利活動法人 岐阜羽島ボランティア協会
■社 会 福 祉 法 人 岐阜羽島ボランティア協会

作：かみなりくん
（児童デイ）

ヘンな人（じん）として生きていく
40 数年の時を超え自らの子ども時代を思い返すとき、かつての苦き思いに浸ります。
私は友達の輪から少し離れて過ごす事が多く、気を引くための馬鹿話、人の話に割って入るは朝飯前で、と
かく空気が読めない嫌な子でした（お口の多動！）。忘れ物番長で、クラスの月集計はいつも最下位（注意欠
陥）。ペナルティーの国語教科書写しに泣くこと２年。漢字が書けず（なぜか読める）人の顔と名前が一致しな
い（見た記憶＜感じた記憶。視覚認知が弱いのか？）、衝動的行動が目立つ理解されない変な子で、運動神
経がキレている（プッツンの方）。それでも何人かの友達は私に良くしてくれたなあ等々、苦くもほのぼのした追
憶は終わることがありません。
当時から、興味あることだけには集中できた私は、先生や友達が作ってくれた「司会者」「選挙管理委員」など
私専用の居場所に安住し、雑学の充実で話の小ネタをかき集め、学費だけを理由に選んだ福祉の学校で『相
談』を学ぶ機会に恵まれ…、なぜか技術営業を経て今の仕事に導かれました。子どもの頃とまるで変わらない
自分を今振返り、それを笑って受け入れるしかないのが正直な想いです。
出たとこ勝負うっかり行動は今も変わらず、顔と名前の一致は多少改善（相談員には致命的弱点？）、場の
雰囲気は読めるようになり（自己肯定）メモを取り、相談者の声に触れて音の表情としぐさから気持ちを感じ、
何に困っていらっしゃるのか察し考え、解決策を一緒に探る、話し合ったことを声に出してまとめてみる。これが
私の仕事になったのです。
大弱点である『お口の多動』の延長線上に、天職があったのだと実感できる今、ワープロ開発者と私を温かく
激励下さった皆さんへの感謝を胸に、生きづらさを抱える子ども達みんなの幸せと健やかな成長を願います。
「自分の興味を大切に育てよう。ヘンな人（じん）として堂々と生きていくために。」
追伸：私は双子なのですが、兄も同じようなことを悩んでいたようです。
自称 ボラ協幽霊会員 大野勇悟 （岐阜県立わかあゆ学園）
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アローハ！！かみなり村

～ａｌｏｈａな福祉のまちづくり～

かみなり村の由来
１９８４年、「おもちゃ図書館かみなりくん」から始まった「かみなり村」。（かみなりくんとは、
天と地をつなぐ神様の子どもの意・・・かみなり村に度々出没する座敷童の正体はかみなりくんだと
思う）その頃は、障がいのある子どもたちや家族が安心して行けるところはどこにもありませんでし
た。障がいのある子どもたちが気兼ねなく集まり、親子で安心して過ごせる居場所として「おもちゃ
図書館かみなりくん」を開設、これがかみなり村のはじまりです。
当時、障がいのある子どもたちの多くは、春日井市にある愛知県コロニーに通っていました。愛知
県コロニーは、一つの丘を切り開いて造られた生活共同体であり、重度障がい児者の入所施設や障が
い専門病院、職業訓練施設、養護学校、障がいに関する研究所など障がい関連施設を集めた大規模施
設でした。親たちは、コロニーや施設入所だけの選択肢に疑問を感じながらも、障がい者が安心して
暮らせる環境がない現実を思うと、施設入所を希望せざるを得ませんでした。その後、ノーマライゼ
ーションの思想が広がると、障がい児者を集約し、ひとつにまとめるコロニーの考え方は障害者差別
だと批判され、解体の方向となりました。障害福祉は地域移行の時代へと舵が切られ、親たちもまた、
孤立した閉鎖的な施設ではなく、みんなが暮らす地域でともに生活できる受け皿の必要性を強く訴
えるようになりました。
「おもちゃ図書館かみなりくん」からスタートしたかみなり村ですが、ボランティア協会発足後、
法人一丸となって環境整備に取り組み、当事者家族や地域の方々のご理解、ご協力を得て、今に至り
ます。
★かみなり村の現在の様子（地域生活支援拠点）
・障がい福祉
・社会的養護
・子ども若者支援
・地域生活支援
･まちづくり

コンテナの アオキ

でこぽん

キハ 605

かみなり村北館

かみなり村西館
かみなり村本館

子ども
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

トゥクトゥク

がっちり荘・ちゃっかり荘
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もっくる

ふくふく

ゴロゴロくん

観光福祉プロジェクト

～インクルージョン社会に向けて～

現在ボランティア協会では、異分野との連携（商工会、農業、林業、環境、観光など）に取り組ん
でいます。なかでも観光業界とコラボする「かみなり村観光福祉プロジェクト」は、福祉のまちづく
りを進める上で欠かすことのできない計画であり、福祉施設としてある（障がいあるなしにかかわら
ず支援を必要とする子ども、若者、貧困家庭など）かみなり村を観光資源のひとつとしてとらえ、広
くアピールすることで、人々の福祉への関心を高めようという構想です。かみなり村には、廃車を改
造して設けた足湯バス、イギリスの街を連想させるロンドンバス、鉄道ファンもうなる気動車キハ
605、レトロバイク、タイの 3 輪車トゥクトゥク（近々納車予定）
・・・といった乗り物があちこちに
あり、乗り物巡りができるほど。人々の目を楽しませています。見学の合間には、ピザ窯のあるハワ
イアンカフェでランチやティータイム、アイガモ小屋での餌やり、ハワイアン雑貨やアクセサリーが
並ぶショップで買い物なども楽しむことができ、時には畑で収穫したばかりの野菜が並ぶことも。お
店には普段から近所の方々も出入りし、地域交流の場所にもなっています。さらには、かみなり村に
は複数の施設や事業所が集中し、子どもから大人まで切れ目のない支援を実現するための様々な取
り組みを行っています。これは先述のコロニーとは異なり、障がいがあっても住み慣れた場所、家族
の居る場所で暮らしたいという想いに寄り添い、支援活動を続けてきた結果、地域の支援体制がつく
られ、地域生活支援拠点としての機能をも備えることができたということです。地域に溶け込む福祉
施設「かみなり村」の存在を知り、その様相を体感することで、人々の障がいへの気づきや理解を深
め、福祉のまちづくりを目指すきっかけになればと思っています。
これからも福祉の拠点として、また羽島の観光スポットとして存在し得るよう、地域の人々の協力
を得ながら取り組んでいきます。ユニークでユーモラスな施設運営とおもてなしの心に誘われて、多
くの人が訪れてくれることを期待しています。
※aloha（アロハ）…ハワイ語で「こんにちは」の意味ですが、ようこそ、さようなら、ありがとうなどの挨拶全般と
「愛」、「思いやり」、「共感」といった福祉の心に通じる意味も持ち合わせています。

気動車キハ６０５動態保存へ！！
コンテナのアオキ西側に設置してある気動車キハ６０５は、
昭和 26 年に製造され、キハ２１という形式で、常磐炭礦（の

石川県小松市にある「ポッポ汽車
展示館」の気動車キハ 3

ちのスパリゾートハワイアンズの運営会社常磐興産㈱）の炭鉱
夫専用車両として活躍しました。その後、岡山臨港鐡道から紀
州鉄道を経て富山県伏木ヤードに移り、一部補修され、昨年、
かみなり村に見参。
コロナ禍の中、鉄道ファンの方々のご支援により少しずつ修
繕をしてきましたが、この度、長年にわたり石川県小松市で鉄
道関連の保存活動をされている「なつかしの尾小屋鉄道を守る
会」の坂井代表と出会い、キハ６０５の動態保存（エンジン稼
働により気動車を動かすこと）にむけて整備をして頂くことに
なりました。それに伴い線路の延長工事が始まります（ほんの
１４ｍですが・・・）。敷地内へは、これまでどおり入れますが、
線路を敷いた箇所は最徐行で通行頂きますようお願いいたします。
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左：坂井代表

TEL 058－391－1613

で い あ い

FAX 058－393－1218（担当 相崎）
E-mail deiai-kituneana@volavola.org

生活介護・就労継続支援 B 型

毎週月曜日… カラオケ
毎週火曜日… ＴＶボーリング

その他、音楽療法・ミュージックベル・パステル画・紙粘土

毎週水曜日… 健康体操

細工・季節の工作・ボーリング大会・カラオケ・各種クイズ・

毎週木曜日… ビデオ体操・レクリエーション

あきかん隊・お花見などのお出かけも予定しています。

毎週金曜日… クロスワード

毎日のお昼ごはん
新しい献立表が出ると「明日のごはんはなぁに？」と
声がかかり、みなさん楽しみにしているようです。
今回は魅力的なでいあいの昼食を紹介します。

★ある日のメニュー①
鶏もも肉の味噌照り焼き
さつま揚げといんげんの卵とじ
ごはん 清汁 フルーツ

★ある日のメニュー②
肉じゃが ごま豆腐
ごはん 清汁 フルーツ

いつも美味しいご飯を
ありがとうございます(^_-)-☆

絵画
コロナ禍で今年の花火大会も中止でした。今ま

棒体操

で見た花火を思い出しながら、黒の台紙に色紙で

5 月から 8 月まで来ていたボランティアさんの提案で棒体操

花火を描きました。棒状にしたものと星型に切り抜

をすることになりました。新聞紙を丸めて棒を作り、早速体操を

いたものを貼り付けたら完成です。まるで、夜空に

始めました。まず棒を両手で持ち、腕を上げたり下げたり、体を

上がった花火のようで、すてきな出来上がりに満

ひねったりしながらストレッチ。慣れてきたら、棒を投げて落とさ

足です。

ないようにキャッチ。時には風船も使って無理のない範囲で体を

コロナの影響で毎年恒例の図書館での展示も

動かしています。7 月から始めた棒体操ですが、利用者さんも楽

なくなり、みなさんの力作はでいあいの部屋に飾っ

しく参加しています。これからも続けていきたいと思います。

て楽しんでいます(^^♪
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でいあいの壁画
でいあいでは月ごとに壁画を作成しています。7 月は目にも涼やかな赤・ピンク・青など色とりどりの朝顔、8 月は
真夏の太陽の下に咲く満開のひまわりを描きました。そして 9 月には、うさぎ・すすき・お団子とお月見をイメージし
て作りました。コロナ禍でお出かけの機会は減りましたが、心がほんのり暖かくなる壁画になりました。

10 月～12 月の活動予定
・各種ダンス（ごぼう先生のビデオ体操・鈴木先

土 曜 で い コーナー

生・スタッフおすすめダンスなど）・健康体操・
各種レクリエーション

☺

毎週土曜日、みんなで元気に活動中！☺

・季節の工作・YouTube 鑑賞
・ドライブなど。

まだまだコロナの影響が続く中、運動不足を解消するため YouTube を使ってアニメ
ソングのダンスや体操、よさこいなどを踊って、とても楽しく活動しています。
猛暑日の続いた夏も終わり、過ごしやすい季節になりました。ソーシャルディスタンス
を保ちながら、ダンスや体操の他に散歩等も計画していこうと思っています。

【かみなり座】
長引くコロナの影響で、楽しみにしていた「萩原のチンドンまつり」
が今年も中止になり、毎週 1 回の活動日には歌やダンスの練習に励ん
でいます。

新しいスタッフの紹介

最初に季節の歌、英語の歌、手遊び歌など色々な歌を歌って発生練
習をしたら、笑いヨガでお腹から声を出す練習をし、ストレッチで体
をほぐします。続く合唱曲、手話うた、パプリカなどのダンスソング

西崎恵津子 さん

の練習では、歌詞や音程に加えて手話やふりつけも覚えます。難しい
部分もありますが、みんな一生懸命取り組んでいます。
また最近では、メンバーみんなで話し合ったり、スタッフの質問に
ひとりずつこたえたりと、人前で発言する機会を設け、コミュニケー
ション力や表現力を身に付ける練習もしています。いつかまた、かみ
なり座の公演ができると良いです。
ベルマーク集めています。ご協力お願いします。
（切り取ってなくてもかまいません）
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所属：喜楽舎

お気軽にご連絡ください

☎ 0５8-391-1613

FAX 058-393-1218

E-mail: baribari-genki@volavola.org

担当 鈴木(み)

おでかけ
今年のお盆のお楽しみ会は、お出かけをしました。もちろん出来る限り
の感染症対策をして。
目的地は、関ヶ原の胡麻の郷。最近のお出かけとしては、少しだけ長旅
です。胡麻のあれこれの展示を見たり、足ツボ体験をしたりしました。隣
のエコミュージアムにも足を運び、関ヶ原の自然について、見て、触って、
聴いて・・・勉強？してきました。興味のある人もない人も、お出かけすること自体が楽しい♪ひとときで
した。
コロナ禍ということもあり、無理をせずバリカムに戻ってランチをとりました。お楽しみ会といえば、バ
リカムお手製弁当!!みんなの好きな山盛りサンドイッチにフライドポテト、チキンナゲットなどなど、おな
かいっぱい！とは言っても、甘い物は別腹～💛手作りプリン・ア・ラ・モードも堪能しました。
コロナ収束を願いつつ、今ある状況の中で、上手に楽しみを見つけていきたいです。

バリカム映画鑑賞会
8 月に楽しみにしていた文化センターでの映画鑑賞会でしたが、コロナ禍の中、残念ながら中止となって
しまいました。
鑑賞会が行われる予定だった当日、プロジェクターとスクリーンを用意し、スクリーンを囲むようにイ
スを設置、照明をおとせば、いつものサポセン２階が映画館さながらのシアタールームに変身！！
ディズニー映画「リメンバー・ミー」を上映しました。途中、喫茶でティータイムをはさんで、リラッ
クスした雰囲気の中、映画を楽しみました。映画のクライマックスのシーンでは感動して、涙ぐんだり涙
をこらえたりしている人が想像以上にたくさん居てビックリ！映画の力って本当にすごいなーと思いまし
た。
いつも一緒に過ごしている仲間と気兼ねなく映画を楽しめ、とてもいい『バリカム映画鑑賞会』となり
ました。

♪バリカムからのお知らせ♪
★そろそろお芋のおいしい季節がやってきます。毎年、安納芋の焼き芋を楽しみにしてくださっている方
も多いと思いますが、今年は種子島産の安納芋が手に入らないため、焼き芋の販売ができなくなってしま
いました。種子島では、基腐病（もとぐされ病…さつまいもの茎から全体を枯らしていく病気）の流行に
より安納芋が全く収穫できず、歴史的な不作と報じられています。またいつか、あの甘くてとろけるよう
な食感の安納芋の焼き芋が食べられると良いです。
バリカムでは、安納芋に代わる商品を開発中です。新商品が出たら、ぜひお買い求めください。
★バリカムのブログ、更新しています！社員さんの作業の様子、ドライフラワー、木工製品など紹介
しています。「バリカム元気社の日記」で検索してくださいね (^^)/
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☆お願い☆
いつもバリカム元気社に対してご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。
バリカム元気社では、次のものを常時回収しています。
・新聞 ・雑誌 ・段ボール

・牛乳パック ・ペットボトルキャップ

・トイレットペーパーの芯（紙製の固い筒（紙管）は回収できません。）
・アルミ缶（アルミ缶のみの回収で、スチール缶、スプレー缶は回収しておりません。）
☆牛乳パック、アルミ缶、ペットボトルはきれいに洗っていただけるとありがたいです。
紙類はひもで束ねていなくてもかまいません。また、近隣の場合は回収に伺います。
アルミ缶のプルタブも回収しています。サポートセンターの玄関に回収箱が設置してあります。
☆ご提供いただいたエコキャップは再生プラスティック原料として換金し、様々な社会貢献活動にあ
てられています。2021 年８月に（有）海津化学ゴム様におさめたキャップは 239.86ｋｇ（103,140
個）でした。エコキャップ推進協会の公式ホームページ（http://www.ecocap.or.jp）の「キャッ
プ回収実績」に掲載されています。
今後とも、みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

Vol. 23
手のひらには、生まれる前に決めてきた才能や使命、幸運のしるしが載っています。
悪い手相はありません❤
あなたの手にもあるか、宝探しをしてみませんか？
探してみませんか？
マスカケ線を持つあなたは、望めば（←ここ重要！）
お金・地位・名誉など全てを手に入れる強運な人ですが

『マスカケ線』

独特な個性を持つ人も多く、
「変わっていますね～。
」と人
に言われ、それを喜ぶ人もけっこういらっしゃいます（笑）
この手相は、Ohana の M さんの右手に発見しました！
変形マスカケで、知能線や感情線もあるので、優しくて人から好かれやすく
物事に対して達観しているところもある人の手相です。
同じく、右手に出世運の強さを表す「覇王線」もあり、とても素晴らしい
手相でしたよ❤
鑑定させていただき、ありがとうございました～＼(^o^)／
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喜楽舎 ＮＯ．７２
TEL (058)393-3540 FAX (058)393-1218
（担当：林）
E-mail ： kirakusha@volavola.org

喜楽舎とは、障がいがある人が、自宅において自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護、
家事援助、外出における移動の支援を行い、生活や社会参加などに関する相談などを行います。

◇生活サポート
車両に対する「ヒヤリハット」について調査した NPO 法人移動送迎支援活動情報センターの資料を基に勉
強会を行いました。ドライバーに対してアンケートを実施したところ、福祉関係のドライバーの男女比では、
男性が 6 割、年代別では 60 代が多く占めているとのことでした。また、ドライバーの資格「有り」と回答
した 7 割が介護系の資格があり、その中で運転に対して「ヒヤリハット」に遭遇したドライバーが多くいま
した。主な内容は、
「車いすの固定問題」
「自動車事故の危険」
「リフトでのヒヤリ」
「車幅感覚のちがい」
「介
助でのヒヤリ」「利用者の行動にヒヤリ」とありました。参加した人からは、舗装の状態が悪い道を走行し
た時、車両が揺れ、乗車していた利用者に影響があったためヒヤリしたという意見がありました。

◇介護職員初任者研修
9 月 11 日より「介護職員初任者研修」が始まりました。まだ、コロナが終息しておりませんが、感染予
防対策を強化した上で開催します。2 年ぶりの開催となる今年は、障がいがある方 4 名とボラ協スタッフ 1
名、計 5 名の方が受講します。この研修会に初めて講師としてご協力頂いた方もあり、当法人のことを知っ
て頂く良い機会となりました。できるだけ広い場所を用意するため、かみなり村北館を会場にし、研修参加
者には「フェースシールド」を着用してもらうなど、感染予防対策を行っています。研修だけでなく例年と
異なることがたくさんあり、スタッフも慣れるまで大変ですが、無事に修了式を迎えられるよう、最後まで
取り組みたいと思います。

◇移動支援従事者養成研修（知的障がい者課程）
本年度の移動支援従事者養成研修を下記日程で募集・開催します。ぜひ、受講してください。
今回は、
「広報はしま 11 月号」にも掲載し、一般募集をします。
この機会に障がいについての制度や実際に利用者と触れ合っていただくことで、より多くの方にボランテ
ィア協会の事業に支援員としてご協力いただけましたら幸いです。申し込みをお待ちしておりまーす。詳し
くは、ホームページをご覧ください。

募集期間：令和 3 年 10 月

18 日～

研

10 日（金）から 12 月 19 日(日)の全 5 日間

修：令和 3 年

12 月

定員になり次第、締め切ります

※コロナの状況により延期・中止になる場合があります
受 講 料 ：15,000 円 （定員 15 名になり次第、締め切ります）
募集要項：ボラ協ホームページ、はしま広報等に掲載予定
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障がい者生活支援センターきつねあなは、障がい
がある方やそのご家族が、地域の中でより豊かに安
心して生活できるよう、様々な相談にのっています。
相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。

障がい者生活支援センター きつねあな
Ｔ Ｅ Ｌ：０５８－３９３－００９８
Ｆ Ａ Ｘ：０５８－３９３－１２１８
✉ shien-hashima@volavola.org

◇我慢の生活のなかにも・・・
新型コロナウイルスがまん延し始めてはや 1 年半以上の日々が過ぎ、マスクなしの会話や、なん
の気兼ねなく色々な所に出かけ、人が集まるイベントに楽しく参加していたのが、はるか昔のこと
のように思えます。きつねあなでも日々利用者様からのご相談をいただくなかで、今まで普通に出
来ていたことができず、様々な我慢を強いられているとのお話をたくさんお聞きします。
そんななか、東京オリンピック・パラリンピックは、無観客という前代未聞の状況のなかで開催さ
れ、私たちは TV の前でアスリートたちの熱戦を応援し、楽しむことができました。TV や雑誌などで
は、様々なお家時間の過ごし方が話題になっていますが、皆さんはどのように過ごされていますで
しょうか？日々の生活を楽しむ方法をきつねあなの職員の皆さんにも伺いました。

LINE のビデオ通話や ZOOM で普段会えな

テイクアウトで買ったお弁当

い人と顔を見ての会話を楽しんでいます。

を食べながら、撮りためてい

愛犬の写真を撮るのも楽しい！！

た録画を観ています。

断捨離＋整頓。シンデレラフィットの
寝る前の軽い運動。

収納用品探し。

シャワーを浴びて

テイクアウトの美味しいランチを食べ

ぐっすり眠ります。

て元気を出す❕

ぬるま湯

おいしいおつまみを準備して家吞みを楽し

で半身浴

んでいます。自家製梅酒の解禁も楽しみ❣

不必要なものを捨てる。断捨離。
YouTube を見てストレッチ。

まだまだこの状況が収束する様子が見られず、私たちはこれからも With コロナの時代を生きてい
く事になります。今までと同様、
・検温・マスクの着用、うがい・手洗い、手指の消毒
・ソーシャルディスタンスの確保

・三密を避ける

・換気に気を付ける
など、

基本的な新しい生活様式を守りつつ、日々の制限のある暮らしの中に楽しみを見つけられると良
いですね。
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〒501-6229

羽島市正木町坂丸二丁目 97 番地

Tel（058）393-2608

Fax（058）393-2772

Email：kaminari5656＠volavola.org

（担当 加藤・山口）

コロナ過で迎える 2 度目の夏。感染防止のため昨年はプー
ルあそびを中止しましたが、夏はやっぱりプール遊びと言う
要望があり、今年は水遊びというかたちで再開しました。
北館テラスと本館テラスに分かれ、密にならないよう注意
しての活動です。ジョーロに水をくんで自分にかけては嬉し
そうな表情をする子、水鉄砲で的当ての的を倒そうと必死に
なる子など遊び方も様々です。例年のおもちゃに加え、今年
はニューアイテムとして「雨どい」が登場。水を貯めたたら
いに流れていくよう傾斜をつけて設置し、水を流します。
アヒルや魚のおもちゃなど各自お気に入りのものを流して楽しみました。本来の用途とは違う使い方
ですが、子どもたちには思いのほかヒットし、天気の悪い日はプレイルームでボールプールあそびに
使うなど、雨どいが大活躍した夏でした。
子どもたちの興味の目はどこに向くか分かりません。今後も些細なサインを見逃さず、興味の幅を
広げていけるよう支援していきたいと思います。

今年の夏休みも活動場所をかみなり村本館・北館に分け、
密にならないよう気を配りながら活動しました。
本館では、小学生を対象に 1 度に 5 人までとルールを決
めて、感染対策をしながらプール活動を行いました。久し
ぶりの水遊びに、飛び込んだり、もぐったりと子どもたち
は大はしゃぎでした。自分のグループの順番がくるまで落
ち着いて部屋で待つことができ、水遊び中に行ったシャボ
ン玉も順番を守って楽しくできました。
北館では、夏休み前から準備していたボーリング、卓球、ボード
ゲームなどを集めてゲーム大会をしました。なかでも一番盛り上が
を見せたのは人生ゲームで、我先にとゴールを目指す子どもたちの
表情は真剣そのもの。様々な指令をこなしながら進んだり戻ったり
の展開に大騒ぎでした。好評だったのは、YouTube を使ってのカラ
オケ大会です。軽快なダンスにのせて歌う子、ものまねしながら歌
う子、アイドル気分で歌う子など実に様々。その他にも貼り絵やお
絵描きなどの創作活動、お出かけや散歩など屋外での遊びをして過
ごしました。かみなりくんでは引き続き、コロナウイルス感染症対策を徹底しながら子供たちが安全に
安心して過ごせるよう努めていきたいと思います。
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羽島市地域子育て支援拠点支援事

※利用は無料です。

業

子育てひろばかみなりくん

お気軽にお越しください。



対



開催日：毎週月～金曜日 9：30～14：30



休

象：乳幼児（未就園児）とその保護者
み：土・日・祝日、夏季・冬季休み （担当：南谷）

「子育てひろばかみなりくん」は…
・障がいの有無にかかわらず、子育て中の家族とその子どもが気軽に集える場所です。
・発達や言葉の遅れなどお気軽にご相談ください。
子育てひろばかみなりくんは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため 8 月 20 日から 9 月 30 日まで
休所しました。1 ヶ月以上子どもたちの元気に遊ぶ姿や笑顔を見ることが出来ず、とても寂しかったです。
再開後も「子育てひろばかみなりくん」は引き続き自由あそびのみの予定です。リトミックや作って
あそぼう、お誕生日会等の行事は行いませんので、予めご了承ください。また感染リスクを減らすため、
ご利用の際は下記事項を守って頂きますようお願い致します。安全な事業運営のために、皆さまのご理
解とご協力をお願い致します。

★利用時のお願い
① 入口にて検温をお願いします。
（37.5 度以上の方はご利用できません。）
② マスクの着用をお願いします。（※2 歳児以上のお子様は可能な限り着用をお願いします）
③ 入館時には手指の消毒をしてください。
④ 利用カードにご記入ください。
⑤ ソーシャルディスタンス（2 メートル以上の間隔をあけて）に気を付けて利用してください。
⑥ 飲食はご遠慮ください。ただし、水分補給は構いません。
⑦ 施設内の状況に応じて、ご利用時間を制限させて頂くことがあります。
グループでのご利用はご遠慮ください。利用者多数の場合はご利用をお断りすることがあります。

★子育てひろばの月別利用組数
月

利用組数

障がい児親子

6月

94 組

55 組

7月

57 組

35 組

8月

26 組

18 組

★おもちゃ図書館 かみなりくん
現在、おもちゃ図書館（毎月第 1 金曜日 10：00～12：00
実施）はコロナウイルス感染拡大防止のため、活動を休止
しています。

羽島市正木町坂丸二丁目 95 番地

★病児保育室かみなりくん

Tel（058）394-0112

E-mail：kosapo.kaminari＠volavola.org

https://volavola.org/kosapo.html
「病児保育室かみなりくん」では新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、通常と
異なる受け入れ基準に変更する場合があります。
「病児保育室かみなりくん」の HP や羽
島市の HP に掲載されていますのでご確認下さい。ご不明な点はお気軽にご連絡下さい。
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★はしま広域ファミリー・サポート・センター

Tel（058）391-1228

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、サポートできる内容が変更されることがあり、お受けで
きない内容の場合もありますが、
「地域で支える育児」のお手伝いを、会員と
力を合わせ、積極的に行っていきたいと思います。お気軽にご相談ください。
昨年度開催できなかった「提供会員養成講座」を下記の通り開催します。

★提供会員養成講座
【日時】12 月 2 日（木）
、7 日（火）
、8 日（水）
、13 日（月）9 時～16 時 全 4 日間
【場所】岐南町の公共施設（予定）
日にち

内 容

12/2（木） 開講式、ファミサポのしくみ、サポーターの心得、体調の悪い時のあそび、チャイル
ドシート講習（大雨や積雪時の運転）、子育ての危機管理、手遊び・手作りおもちゃ
12/7（火） 小児看護の基礎知識、子どもの栄養と食生活、哺乳や離乳食について、沐浴について、
子どもの発達と心理
12/8（水） 子どもの食事と食育、交流会・体験談、ヒヤリハット、小児科医による子どものプラ
イマリーケア、気になるお子さんへの対応と家族支援
12/13（月） 救命救急法、児童虐待の現状とその家族への支援のあり方、修了式・登録会
感染症の流行等により、不測の事態が生じた場合、研修内容や会場等が変更になることがあります。
詳しくはお問合せください。（Tel058-391-1228 担当：浅野・杉原）

グループホーム ゆうやけこやけ
共同生活援助／短期入所

かみなり村西館 羽島市正木町坂丸二丁目 78 番地
Tel 058-322-6079
Fax 058-392-1050
E-mail：aloha.roba＠volavola.org（担当 神山菜）

こんにちは。グループホームゆうやけこやけです。
８月９日、西館と本館に分かれてすいか割りをしました。外での活動
を企画したのですがあいにくの雨模様。それでもめげずに、ホールに
ブルーシートを敷いて行いました。目隠しをして、他の人が誘導して
くれる声を聞きながら、すいかめがけて竹刀を振るのですが、上手く
当たらなかったり、当たっても割れなかったりと悪戦苦闘。なんとか
割れたすいかは、みんなでおやつに頂きました。
「おいしー」「おかわりー」と言いながらほおばり、大きなすいかは
あっという間になくなっていました。
長時間の外出や大規模なイベントが出来ない日々が続きますが少人数でも季節を感じられる機会を作ってい
きたいと思います。
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住 所：羽島市正木町坂丸２丁目 63 番地

かみなり村北館

TEL ：058-372-3437
FAX ：058-392-7380

生活介護

Email：moana@npo-vola.org

午前

… 主にお仕事

午後

… 主にレクリエーション

第２金曜 … 音楽療法

レクリエーションとして、工作・カラオケ・お菓子づくり
やウォーキング・公園などへのお出かけを行っています。

北館の夏
暑かった夏も終わり心地よい秋の気配を感じられるようになりました。なかなか思うようにお出かけ
できない日々が続いていますが、そんな中でも夏を楽しもう！ということで、いつも過ごしている部屋
で、いつものメンバーで、手作りの夏まつりを開催しました(^^♪
ボール投げ、風船ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、魚釣りなどゲームも盛りだくさんです。も
ちろんお祭りには欠かせないおやつの準備もバッチリです。夜店で売っているようなチョコバナナ、涼
しげなシャービックも事前に利用者さんと用意しました。おやつから壁飾りやゲームに使う魚まで、い
ろいろなものを作って準備していると、気分も盛り上がってきますね。そして迎えた当日―。作業部屋
には壁飾りやちょうちんがつけられ、利用者さんたちは頭に手ぬぐいを巻いて、お祭り気分満載です。
順番にゲームをこなし、おやつを食べ、いつもとはちょっと違った雰囲気でそれぞれ楽しむことができ
ました。
また別の日には、でいあいから借りた機械で綿菓子を作りました。くるくると素早く割りばしを回し
て巻くのにコツがいりますが、自分で巻いた綿菓子はまた格別です。シュワシュワとしぼんでしまう前
においしくいただきました。ちなみにこの日、一番上手に巻いていたのはＭさんでした。さすがっ！

お盆のお楽しみ
お盆の 1 日はちょっと特別。仕事はお休みしてＤＶＤを見たり好
きなことをしたりしてのんびり過ごしました。お昼ごはんも給食で
はなく、それぞれにお弁当やマクドナルドのハンバーガーを選び、
買ってきて食べました。お休みモードでいいですね。
ちょうどＡ.Ｔさんのハンバーガーのししゅうもできあがり！
こちらもおいしそうです(^^)

とっても素敵ですね。
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住 所：羽島市正木町坂丸１丁目50番地
TEL ：058-372-3001
FAX ：058-393-0086
Email:container@volavola.org

＜野菜、花の栽培＞
くろーばあ１００号で紹介したSDGｓの取り組みで、昼食で食べる野菜（カボチャ、おくら、モロヘイヤ）、
コンテナのアオキを彩るための花（ひまわり、パンジー、ビオラ、千日紅、ケイトウ）、今後「作業」で使っ
ていくハーブ（ラベンダー、ローズマリー、レモングラスなど）を栽培しています。今後どう使っていくか、
詳しくは次号でお知らせします！利用者の方と一緒に水やりや移動、収穫をしています！！

←千日紅の収穫
立派に育ったオクラ→

＜お盆の過ごし方＞
８/１３の お盆は、朝の会の後に音楽（YouTube）を楽しみ、早めの昼食にほっともっとのお弁当を食べ、
その後ドライブを兼ねてパレットピア大野へ行きました☆彡雨の中でしたが、楽しくお出掛けすることが出
来ました！天気の事もあってかお客さんは少なく、密を避けることができました!(^^)!
家庭の雰囲気も普段の平日とは違うからか、お盆は
いつもとは違うことをみんな何となく感じている様子
でした！朝からリラックスした笑顔をたくさん見せて
くれました(#^.^#)

抹茶パフェや甘酒ソフトやコーヒー
など、みんな好きなものを美味しそ
うに食べていました！

＜リサイクルのお祝い会＞
毎週月曜日の１コマ目はリサイクル（缶つぶし）
ですが、８月１６日に目標の３０００個を達成した
お祝い会をしました！ジュース、お菓子、アイスを
食べ、午前はゆっくりと過ごしました☆
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多機能型事業所

かみなり村本舗

就労支援 B 型/生活介護

☎058-322-8931

担当：後藤

E-mail atelier-moccle@volavola.org

【便利屋頑張っています】

春から夏は草刈りのシーズンです。本舗も便利屋に精を
出しています。
本館の庭、東駐車場、西駐車場の草刈りを行っています
が、今年は雨が多かったため草の生長が特に早く、あっとい
う間に膝の高さまで伸びていました。利用者さんと一緒に
草刈り機で刈った草は集められて軽トラで畑まで運んでい
きます。運ばれた草はそのまま積まれ微生物によって分解、
発酵させて堆肥として再利用されます。
草を運ぶのは結構重労働で、暑い中みなさん汗だくで「帰
ったらアイスが食べたい」と言いながら、頑張って働いて
いました。お疲れ様でした。
【畑は秋冬野菜の準備】
本舗の畑は、夏野菜も終わり今は秋冬に収穫される野菜の床作り、
苗植えに追われています。白菜、キャベツ、ジャガイモ等。他に来
年収穫予定のタマネギ、ニンニクは例年好評なので作付面積を増や
して大量に生産する予定です。
収穫できましたらまた北館で販売します。お楽しみに。

【新たな商品作り頑張っています！】

ふくふくでは新商品としてアラジンのようなパンツ(ズボン)を
製作中です。ウエストはゴムになっていて、締めつけ感も全くなく、
とても楽ちんでシルエットも可愛いです♪このアラジンパンツは、
ふくふくの職員や利用者さんもすごく気に入って毎日履いています。
色は、紺色.こげ茶.深緑の 3 色です。
サイズはフリーで、長さは M サイズと L サイズがあります。
お写真を見て気になる方は、北館に見本があるので見に来てくだ
さい。お気に召したら、注文をお待ちしています(o^^o)
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【かみなり村本舗からのお知らせ】
昨年開催して大変好評でした
「『生きる』を彩る分厚い手仕事展」
が、ギャラリー水の音で開催されるこ
ととなりました。
期間は 12 月 4 日（土）～26 日（日）。
ここでしか買えない限定商品もありま
す。お楽しみに！
また、12 月 11 日（土）と 12 日（日）
の 2 日間、JR 岐阜駅内アクティブ G に
おいて「GIFU クラフトフェア」が開催
される予定です。2 年ぶりの開催です。
かみなり村本舗も出店します！
尚、新型コロナの影響で予定が変更さ
れる場合がございます。ご了承下さい。

【園芸まめ知識

第六回】「ヨトウムシ」

野菜や花の苗を育てたことのある人は、朝見ると虫はいないのに、苗の葉に穴があいていたり、発芽した
芽が地際から切り取られてしおれていたりするのを見たことがあると思います。おそらくヨトウムシの仕
業です。
ヨトウムシとは、ヨトウガという蛾の幼虫のことで、昼間は土の中に潜伏し夜に活動して、植物の葉や実
を食害することから「夜盗虫（ヨトウムシ）
」と名がつきました。最初から土の中にいるのではなく、産卵
は植物の葉の裏側に数１０～数１００個の卵を産み付け、（蛾の仲間は１カ所に多くの卵を産み付けるが、
蝶の仲間は、１個ずつ卵を産み付けるので区別できます）孵化すると幼齢期は葉の上で群がって昼間でも葉
を食害しています。色は幼齢期葉の上で生活している時は、外敵に見つかりにくい緑色をしていますが、成
長してくると褐色または黒褐色に変色し、昼間は土の中や果実、キャベツ・ハクサイなどの結球野菜の中に
も身を隠し、夜活動するようになります。キャベツなどを調理したとき中から幼虫が出てきてびっくりした
人もいると思います。年２回春と秋に繁殖します。畑の近くの雑草を刈り取ると、餌がなくなった幼虫が夜
の間に移動してきて野菜を食害します。
駆除方法は、殺虫剤もありますが、家庭菜園では、なるべく農薬を使わないように、葉の裏側を見て、卵
や幼齢期幼虫を見つけたら、葉ごと取って駆除しましょう。大きくなった幼虫は、被害野菜の株元当たりの
土を割り箸などで探してもらうと、幼虫を見つけることができますので、捕殺して下さい。
成虫（夜盗蛾）は中型の蛾で夜間活動して、外灯にもよく飛来してきます。
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NO.19

暑い日には

こんなに大きくなりました！！

プールとスイカ割り！

☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お世話になったスタッフに

…なかなか割れません

Ｄくんが報告します♪

頑張れ！Ｓくん！！

「僕の方が大きくなったよ」

♡♡♡♡♡思いっきり遊びたい気持ちを発散できない毎日…せめて何かを精一杯、面白く♡♡♡♡♡
チームに分かれて、宝ものを探すウオークラリー！夏の誕生日会☆彡 R ちゃんも参加しました！
焼肉・花火大会！他のファミリーホームさんも一緒に楽しみました！豪華なディナーもいただきました！
感染症対策に気をつけながら実施しました！
＊ゴロゴロくんに寄付をいただいた方＊（R3 年 7 月～）
＜寄付品＞（順不同）
ひるたん, パイナップルおじさん,

ご協力ありがとうございました。
今後ともご協力を宜しくお願いします。

岩田電機さん，本田さん，井戸秀樹さん

(例えば：洗濯用洗剤、ﾃｨｯｼｭ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、

ご近所の方々，その他匿名多数

ｷｯﾁﾝ洗剤などの生活必需品、お菓子等)

☆いつもありがとうございます☆

羽島市下中町城屋敷 226-1 2 号棟
Tel：058-322-2918

こんにちは！GH 健康促進住宅です。あっという間に夏が過ぎて、涼しく過ごしやすく
なってきました。利用者さんは、１０月からごみの有料化に伴い居室の片付けを頑張っ
てしています。生ごみの減量化をするため、新聞紙で包まない出し方のシミュレーション
もしています。
コロナ第 5 波の緊急事態宣言に入る前に、束の間の外食イベントを企画しました！！
大好きなお魚三昧に、みんな舌鼓みでした。早くコロナが収束して、外食や旅行を思いっきり楽しみたいですね!(^^)!
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№.35
ホーム長 山田

Ohana に寄付をいただいた方

―ハワイ語で家族・仲間の意味です―
＜寄付金＞(順不同・敬称略)
㈱一松 高木一也

石原 美 容 室

味岡和子 横山正樹
その他匿名
＜寄付品＞
森恵子 鍬田逸雄 補伽登美枝
和田誠 浅野敦子 井戸秀樹
浅野満

平田真紀

㈱一松高木

太田岩雄・小椋井香保
イラスト：M さん

その他匿名

みんな前を向き、自分の夢に
向かって進んでいます！

いつもありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。

児童福祉施設退所者等アフターケア事業×居住支援法人×無料職業紹介
（21-ム-300018）

（株）ハヤシコーキング様が、ぎふ職親プロジェ

Lala の部屋

クトに登録してくださいました。

居住支援法人
ＨＰ

コミュニティサポートスクエアわおん様、むね
ちゃんラーメン様に若者の職業体験の機会を
作っていただきました。
Lala の部屋
株式会社ＩＤＯ 様

ＨＰ

には、若者の就労を
受け入れていただ
きました。
Lala の部屋では新たに社会へのスタートを切る方々、一度つまずいて再スタートを目指す方々を応援
させていただいています。生活に必要なもの（洗濯機や冷蔵庫、コンロや掃除機…その他の生活に係
る日用品など）で使っていないものがあれば、是非ご連絡ください。お待ちしております。
缶コーヒー等、ご寄付頂きました。ありがと
うございました！！和田誠（敬称略）

Lala の部屋 058-322-5066 lala@volavola.org
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医療法人
充仁会

羽島市正木町坂丸 2-122

調理設備

岐阜市鏡島 2004-6

☎(058)391-4182

設計・施工

☎（058）201-3353

岐阜県羽島市の歯医者さん

つ い き 歯 科
羽島市正木町大浦 2992 TEL 058-325-8383

弁護士法人さわやか法律事務所

奥住・芝田会計事務所
奥住 信治
公認会計士・税理士 芝田 敦史
公認会計士・税理士 芝田 亜矢子
公認会計士・税理士

岐阜市上新町27
TEL(058)262-5965
FAX(058)262-5893

弁護士 矢島潤一郎
弁護士 山田直実
弁護士 國本雅丈
弁護士 服部誠一
岐阜市鷹見町 13 番地丹下ビル 2 階 Tel（058）265-1200

車のことなら何でもおまかせ
(有)エイワンモータース
〒500-8238 岐阜市細畑６－９－２
Ｔｅｌ(058) 246-8516

〒500-8268 岐阜市茜部菱野 1 丁目 19
TEL 058-216-3180 FAX 058-216-3185

セレモニーホール前澤
有限会社 前 澤 葬 儀 社
羽島市竹鼻町８３４－１
電話 ０５８－３９２－８０３９

電気設備設計施工

雷

ダスキン羽島

屋

羽島市竹鼻町宮町2904-2
電話 058-392-8821
Fax 058-391-3206

羽島市正木町須賀赤松290
☎(058)392-1018／Ⓕ392-1214

この枠の広告を 20,000 円で募集！！

詳細は、岐阜羽島ボランティア協会事務局まで

年間を通して 4 回掲載いたします。

お問合せください。
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行 事 予 定

ご寄付ありがとうございました

2021.12 月～2022.1 月

2021 年 6 月 27 日 ～ 2021 年 9 月 20 日まで
11 月

オレンジリボンランイベント 中止

１月

新春のつどい ※予定

（順不同・敬称略）

社福寄付品

㈲前澤葬儀社 笠松希代美 古澤勇哉
太田岩雄・小椋井香保

※行事は延期または中止になる場合があります。

ＮＰＯ賛助会費（企業）

【訂正とお詫び】

㈱川瀬組 ㈱高陽社 日東工業㈱ 富永電機㈱

くろーばぁ 100 号（2021.7 発行）ｐ20 掲載の「NPO 賛助会費

㈱ワークショップ

（個人）」において記載内容に誤りがありました。下記の通り

㈱サンウエスパ

訂正してお詫びいたします。

ＮＰＯ賛助会費（個人）

個人のお名前 誤）木下将 → 正）木村将

豊田敦子 森井佳子 柴田登奈美 田内敏夫
皆さまからの温かい浄財は行き

ＮＰＯ寄付金
林和子 三輪壽子 吉川美知子 野垣元子
㈲本荘塗装

竹中智子

場のない子どもの立ち直り支援や
生活困窮者支援など法律・制度で

空天丼 ヘアーブティックゼッピン

は補えない活動に活用させて頂い

ＮＰＯ寄付品
岩田巌 島田寿雄

ております。

笠松喜代美 成瀬直美

会費と寄付金のお願い
【社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会】

【特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会】
◆正

会

員

◆賛 助 会 員
◆広告賛助会費

年額 1,000 円

◆子ども・子育て支援基金

個人年額 3,000 円/1 口

大垣共立銀行羽島支店

団体および企業年額 10,000 円/1 口

口座名義

年額 20,000 円（広報紙年 4 回掲載）

◆一 般 寄 付

口座名義

社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会

◆Ohana 基金
大垣共立銀行羽島支店

十六銀行羽島支店

普通 1327927

岐阜信用金庫東羽島支店

普通 0170567

大垣共立銀行羽島支店

普通 904060

◆一 般 寄 付

ぎふ農協正木支店

普通 0008373

大垣共立銀行羽島支店

特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会

普通 1150877

口座名義

口座名義

普通 1126391

社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会

普通 1126362

社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会

ご寄付をいただいたお店紹介
喫茶いなほ

（羽島市竹鼻町）

喫茶 ブルームーン

（羽島市桑原町）

レストラン童夢

（羽島市小熊町）

むねちゃんラーメン本店

（羽島市福寿町）

スノーヴァ羽島

（羽島市福寿町）

むねちゃんラーメン神戸店

（安八郡神戸町）

コメダ珈琲羽島コスモスポーツプラザ店

（羽島市福寿町）

広瀬歯科医院

（羽島市正木町）

コパンスポーツクラブコスモ

（羽島市福寿町）

美容室 スタイルボックス

（羽島市正木町）

コスモボウル羽島

（羽島市福寿町）

美容室ル・レーブ

（羽島市正木町）

こんがり家

（羽島市舟橋町）

ミセルマムマム

（羽島市竹鼻町）

ギャラリーみのり

（羽島市足近町）

空天丼

（羽島市福寿町）

居酒屋 ふるさと

（羽島市小熊町）

発行所
岐阜羽島ボランティア協会 羽島市竹鼻町狐穴 719-1
◇印刷製本でいあい「バリカム元気社」
Tel 058-393-0751 Fax 058-393-1218
https://www.volavola.org Ｅmail info@volavola.org
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