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～不安定な世の中に福祉の心を～
例年より早い梅雨明け宣言が出され、本格的な夏を迎えました。今夏も猛暑日が続くと予想され、
熱中症対策と感染症対策の両立が課題となっています。
これまで新型コロナウイルスで 640 万人もの人が亡くなり（2022.7 現在）、ウクライナ戦争でも多
くの兵隊や地域住民（子供、高齢者、病人まで）がミサイルの攻撃を受けて亡くなりました。この戦
争により、世界の物流が滞り、特に経済に大きな影響をもたらすエネルギーや食糧が高騰、日本では
24 年ぶりの円安・ドル高となっています。このインフレをどう解決するのか、各国がその対処策を講
じているところです。
地球環境の変化と不安定な世界情勢の中、誰もが不安を抱え、福祉ニーズは高まるばかりですが、
そもそも「福祉」とはいったい何を意味するのでしょうか。以前、川合理事長に「福祉とは？」と問
いかけたところ、
「福祉とは平和を追求すること」という答えが返ってきました。加えて「自分の幸せ
は自分だけのものではなく、みんなで一緒に創っていくものである。自分が幸せであることがみんな
の幸せになるよう、そしてみんなが幸せであることが自分も幸せな状態であるように、ともに手をつ
なぎ合っていくことが大切」と述べられました。模範解答のような言葉に感心しながら、正にこれま
で川合理事長が取り組んできた活動そのものであると納得しました。
また「地域福祉」について調べてみると、解説も様々ですが、
「住民が地域社会において、自立した
生活を営むことを可能にするため、地域における生活課題について住民自ら気付き、それを自分たち
の問題としてともに考え、問題解決に向けて活動していくものであり、関係機関の連絡の元で誰もが
人として尊厳を持って家庭や地域のなかで、その人らしい自立した生活が送れるような地域社会を作
っていくことが地域福祉の役目である。」と紹介されていました。当法人もまた地域福祉の担い手とし
てその務めを果たすべく、気持ちを新たに取り組んでいきたいと思います。
特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会理事長
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淺野

滿

子ども・若者の自立支援における現状と課題
～改正児童福祉法による措置児童の年齢制限撤廃①に思う～
年齢制限撤廃について、実態がともなってくるのであれば歓迎すべきことである。
改正前の制度では、児童養護施設等に入所する子どもたちの多くは実家を頼れないに
も関わらず、18 歳で退所、もしくは、高校中退、中卒であっても施設退去というのが
一般的であった。この改正を受け、実態がどうなっていくかである。自立に向けて最
も難しいのは、実家をまったく頼れない状態で高校中退等をし、一般就労を継続でき
ず、障害福祉サービスや手帳の取得を頑なに拒むグレイゾーンや発達障害の疑いがあ
る若者たちである。本制度の改革が、こういった若者たちに対しての効果的な支援に
繋がることを期待したい。
児童福祉施設退所者等アフターケア事業である Lala の部屋としては、上限撤廃に関
わって、以下の点を関係機関や施設等と議論を重ねていきたいと考えている。一つ目
は、措置延長が効果的に行われる実態を作ることができるかどうかである。自立への
困難さが見込まれる若者であればあるほど、措置延長が必要ではあるが、それは多く
の課題や大きな問題を抱えている若者を施設にとどめ置くということである。そうす
ることは、施設にいる他の子ども達への悪影響や施設職員への反抗・反発、施設のル
ール違反、また支援する職員との年齢的な逆転等が、施設側としては心配するところ
であろう。これに関しては、従来の施設側のルールや環境設定の更新が必要であり、
「できない」ではなく「どうしたらできるか」という思考で岐阜県の社会的養護の新
たな展開を期待したい。また、措置延長をかける必要があるということは、なんらか
の福祉サービスに繋げにくいということも意味している。やや障害（発達障害含む）
はあるが、障害手帳を持ったり、障害福祉サービスを利用するほどではなかったり、
もしくは、それらを頑なに拒んでいる状況であったりする。こういった部分に関して
は、子どもに対しての早期からの丁寧な説明、または入所中の障害福祉サービスの効
果的な利用、そしてなによりそれらを計画・提案する施設職員の障害福祉に関する十
分な理解が必要である。二つ目は、再スタートが必要な若者が再入所できるかどうか
である。20 歳未満の若者に対しては、解除後の再入所は可能である為（現行制度でも
可能ではあるが実態は極めて少ない）、関係機関や児童養護施設等には必要に応じて
よりいっそうの柔軟な対応を期待したい。ほっと一息つける場所や収入が途絶えた時
に一時をしのげる場所、段階的に就労に向かうために、まず足をおける土台の有無は
とても重要である。それがないが故に危うい選択をしてしまったり、精神疾患を患う
ことになったり、就労等に対して自信を失くしたりする可能性が高まるからである。
苦しくなったら実家に一時帰って休む。場合によっては、暮らしながら少しずつ就労
できる力を付けていく。この度の制度改正が、そのような機会を、すべての若者に保
証できるものになることを願う。
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こうした中で、自立支援に携わる私たちは、今一度「自立」について考える必要が
ある。子どもや若者に失敗させない支援は、成長させない支援であり、自立を阻む支
援である。過剰な管理・干渉は、本人の力のそぎ落としになるということを、「自立」
を支援する私たちは常に意識しておく必要がある。
多くの子どもや若者は、
「体験」が伴うことで学びが深くなる。その体験を奪うよう
な「失敗回避のための先手支援」はよくない。さらに行き過ぎると「選択をさせない
支援」「言いなりにさせる支援(良い子にさせる)」である。これも、らしさを奪い、個
性を奪い、成長への体験を奪う支援である。自分の選択したことの結果が、ちゃんと
自分に分かりやすく返ってくることが重要であると考える。自らの選択の結果によっ
て、困ったり、悩んだり、貧しさを味わったりすることも時には必要なのである。
ここで大切なのは、「気にかけながら、ほっておく」ことである。そして、大きな失
敗をした時の為に、再スタートできる環境を整えておくことである。当法人の Lala の
部屋では、児童福祉施設等アフターケア事業、未成年等の住宅確保を支援する居住支援
法人の事業を行っているが、法人内には自立援助ホーム Ohana の家やファミリーホーム
ゴロゴロくんがあり、令和 5 年度には、男子の自立援助ホーム Holokai を開設予定であ
る。今後も、岐阜県全域の児童福祉に関わる支援の隙間を埋めながら、こうした制度の
改正にも柔軟に対応し、一人でも多くの若者が良い人生を歩めるよう支援していきたい。
文責：Lala の部屋 吉田栄紀
①

改正児童福祉法による措置児童の年齢制限撤廃とは
児童養護施設や里親家庭で育つ若者の自立支援に関しては、原則 18 歳（最長 22 歳）まで

となっているが、2022 年 4 月成立の改正法により年齢制限の撤廃が決定した。
（2024 年 4 月
施行）就職や進学を機に退所する児童は多いが、退所後のサポートがなく頼れる大人もい

ないことから、困窮、孤立に陥りやすいのが実状であった。支援を年齢で一律に制限す
ることをやめ、施設や自治体が自立可能と判断した時期まで継続できるようになったこ
とで、サポート体制を強化するねらいがある。

【ご報告】

～同意書提出にご協力くださり、ありがとうございました。～

先日、特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会定期総会および社会福祉法人事業
報告を書面にて開催、2021 年度事業報告と収支決算、2022 年度事業計画と予算等、全議案
について承認をいただきました。皆さまのご協力、ありがとうございました。
年次報告につきましては、会員の皆さまに、順次配布させていただきます。当法人の HP に
も掲載予定ですので、後日改めてご確認ください。
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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
毎週水曜日… 健康体操
毎週木曜日… ビデオ体操・レクリエーション

その他、音楽療法・ミュージックベル・パステル画・紙
粘土工作・季節の工作・ボーリング大会・カラオケ・各
種クイズ・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

壁画（貼り絵）
４月は、花紙を使って、サクラの花を作りました。
ピンク、濃いピンク、白の花紙をくるくると丸め、ビニールタイで真ん中を留めて、左右に開くと花びらの
できあがりです。
５月は、こいのぼりを作りました。うろこの部分を１枚１枚画用紙で作り、そこに折り紙やチラシを使って
貼り絵のようにしていきます。大小のこいのぼりを作り、大きなこいのぼりには金太郎を乗せました。
満足のいく出来栄えに、利用者さんも喜んでいました。

６月は、あじさいを作りました。梅雨に入り、雨模様の日々が続きますが、明日は良い天気になります
ようにとてるてる坊主を添えました。最後に、空の上を歩くかのように虹を描きました。利用者さんも
一緒に貼り絵に取り組み、色鮮やかな雨上がりの空が出来上がりました。

紙粘土工作
春は、いちご狩りの季節です。紙粘土でいちごを作りました。湯呑を土台にして、布を貼り、フエルトで
葉っぱを作ります。白いかわいい花びらつけて、紙粘土のいちごには黒い種をマジックで描き入れまし
た。見た目にもかわいらしい、おいしそうないちごに仕上がりました。

マリア観音像
「マリア観音」で有名なお寺に出かけました。本尊も素晴らしいのですが、マリア様を一目見ようと各地
から参拝客が訪れるようです。お寺の中は、イルミネーションや季節の花々、オブジェなどが飾られ、とて
も華やかでした。聞くところによると、こうした装飾はすべて住職さん自らの手によるもので、毎回工夫
を凝らした飾りで、訪れる人々の目を楽しませてくれています。みなさんも機会があったら一度出かけて
みてはいかがでしょうか。
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送迎
送迎中も感染症対策をしています。乗車前の検温、手指の消毒はもちろんですが、乗車中は会話をしない
などの対策も行っています。その他にも送迎に使用する車は、乗車前と後に消毒をし、車内を清潔に保つよ
うに心がけています。
利用者さんが安心して通所できるよう、これからも引き続き感染症予防に取り組んでいきます。

～食中毒予防の原則とポイント～
食中毒が多発する季節です。予防の原則と６つのポイントをご紹介します。
☆食中毒予防の３原則
1. つけない…細菌を食べ物につけない
2. ふやさない…食べ物に付着した細菌を増やさない
3. やっつける…食べ物や調理器具に付着した細菌をやっつける
☆食中毒を防ぐ６つのポイント
1. 買い物…賞味期限の確認、魚と肉は分けてビニール袋に入れる、寄り道せず帰宅するなど。
2. 家庭での保存…肉、魚はビニール袋などに入れて保存、冷蔵庫・冷凍庫に詰め過ぎないなど。
3. 下準備…食材はきれいに洗う、調理器具やふきんの消毒、自然解凍は避けるなど。

4. 調理…肉や魚は十分に加熱する
5. 食事…清潔な食器を使用する、料理を長時間放置しない。
6. 残った食品…清潔な容器に保存、温め直す時は十分に加熱、時間がたち過ぎたものは捨てる。

活動内容
・ダンス（鈴木先生、スタッフおすすめ他）

土 曜 で い コーナー

・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
・散歩・お出かけ・ドライブなど。

☆ある日の土曜デイ
４月に竹鼻別院に散歩に出かけました。藤の花が見ごろを迎え、とてもきれいでした。
外出の機会がすっかり減り、久々の外出に、みなさん終始笑顔でした。
来年もこうして満開の藤を見に来られると良いですね。
土曜日の午前中は、鈴木先生の体操やビデオ体操などみなさんのリクエストに合わせ、体を動かす
活動を取り入れています。午後からは近くの神社まで散歩に出かけています。
ウイルスに負けないよう、体力づくりにも取り組んでいます。

5

☎ 0５8-391-1613 FAX 058-393-1218
E-mail: baribari-genki@volavola.org

初めての市役所販売
羽島市役所に販売に行っています。事前にたくさんのご予約をいただき、社員さん手作りの紙袋に
商品を入れて準備をしました。
5 月下旬、ピカピカの新庁舎の 1 階の階段下付近で、いざ販売開始！この２年間、コロナ禍でイベ
ントが次々と中止になり、久しぶりの出張販売に、社員さんもはりきって「いらっしゃいませ～」と
元気に声を出して呼びかけました。
「予約はしていないですが…」と言って買いに来てくださる市役所職員の方や来庁された市民の
方、近くの売店の方など沢山のお客様が来てくださり
大繫盛！持っていったワッフル、ぽんはぜ、五平餅が
ほとんど売れてしまいました。
お客様から「がんばってね！」と励ましのお言葉も
いただき、社員さん、職員一同とても喜んでいます。
これからも毎月第 3 火曜日または水曜日の 12 時～
13 時に販売に行かせていただきます。来庁の機会が
ありましたらぜひお立ち寄りください（＾＾）

バリカムスイーツのパッケージが新しくなりました!！
この度、皆さまにご愛顧いただいているバリカムスイーツ「ベルギーワッフル」
「ぽんはぜ」の
パッケージが変わりました。
・

・

ベルギーワッフルは、バリカムの B と、ベルギーワッフルの B を全面に出したおしゃれなデザイ
ンです。
ぽんはぜは、日本の昔ながらのやさしいおいしさを残したいという気持ちをデザインにしました。
もちろんお味も、新しくなったパッケージに負けていません。心を込めてつくっています。今後
ともバリカムスイーツをよろしくお願いいたします。
でいあいメンバーで構成されるチンドン隊“かみなり座”オリジナルソング『バリカムスイーツ
のうた』でも、ベルギーワッフルとぽんはぜのことを歌っていますよ♪いつか披露できるといいで
す。

♪バリカムからのお知らせ♪
いつもバリカム元気社の商品をお買い求めいただき、ありがとうございます。長年安くておいし
いお菓子を提供できるように努力してきましたが、物価の上昇により一部の商品の値上げを検討せ
ざるを得なくなりました。また、紙の値上がりのため、印刷代も値上げさせていただくことになり
ました。
今後も皆さまに喜んでいただけるように社員さんと一緒に頑張っていきますので、ご理解いただ
きますようお願いいたします。
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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。2022 年 4 月～2022 年 5 月に（有）海津化学ゴム様におさめたキャップは
197.68kg（85,002 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。
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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。あなたの手にも同じものが有るか探してみませんか？

感情線が二本あるあなたは、お釈迦さまと同じ

『悟りの相』

手相を持つ「魂年齢」の高い人です。
何度もこの地球に生まれてきた過去世があり、

物事を達観していたり「深イイ話」が若くても解ったりする
感性を持っています。
この手相は、Ohana の I さんの左手に見つけました！
人としての生まれ変わりが、今回で最後の方に出やすい線です。
やりたいことを存分に貫く、自由な生き方をエンジョイして下さいね❤
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喜楽舎 ＮＯ．７５
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。

◇運転中にゲリラ豪雨、雹（ひょう）が降ってきた場合の対応について
最近、各地でゲリラ豪雨や雹（ひょう）が降るなどの被害が発生しています。喜楽舎では、運転中にその
ような状況に遭遇した場合についての対処法を確認しました。

※運転中に雹（ひょう）が降ってきた場合は、安全な場所へ
・なるべく早く丈夫な屋内駐車場に避難しましょう。
・激しい降雹（こうひょう）時は、屋内駐車場に避難するか、落ち着いて減速し停車する。
・豪雨を伴う降雹時は、冠水の危険がある道路の利用を避ける。
天気予報で「雷を伴う」
「大気の状態が不安定」
「竜巻などの激しい突風」といった言葉が使われたり、
雷注意報が発表されたりした場合は、天候の急変とともに雹（ひょう）が降ることがあります。

※雹（ひょう）による道路の冠水に用心
降雹時は、豪雨をともなう場合が多く、道路の冠水にも注意が必要です。大量の雹が降ると、ひょう自身
に加えてそれにより落ちた木々（きぎ）の葉や枝、ゴミなどで排水溝が詰まり、そこに豪雨が重なることで
短時間のうちに道路が冠水してしまい、通行中の車が立ち往生するという事例も起きてしまいます。
お住まいの自治体がホームページなどで公表しているハザードマップで冠水しやすい場所を確認してお
くと冠水しそうなルートを避けることができます。一度、ハザードマップなどを確認してみてください。

◇介護職員初任者研修（障がい（児）者受講対象）受講者を７月から募集します！！
今年度も感染予防対策をした上で「介護職員初任者研修」を開催します。
つきましては、岐阜県内の知的障がい児・者を受講の対象として特別支援学校とハローワーク等に下記の
日程で募集をします。障がいがある方でこれから介護の施設で働きたいという方、現在介護施設で働いてい
るけどまだ資格を取っていない障がいのある方。ぜひ、この機会に受講をしてください。

募 集 開 始：2022 年 7 月 25 日（月）から 8 月 25 日（木）
研

修：2022 年 9 月 10 日（土）から 2023 年 2 月 25 日(土)修了式含む

場

所：かみなり村北館・はしま福祉サポートセンター2 階多目的室など
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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

コロナ禍のなか、３回目の夏がやってきました。感染者数も徐々に少なくなり、コロナ前の活気が戻りつつ
あったのも束の間、第 7 派が懸念される今日この頃、皆さんいかがおすごしでしょうか。
さて 2022 年 4 月から、成人となる年齢がこれまでの 20 歳から 18 歳に引き下げられました。成人
年齢が 18 歳になったことにより、私たちの生活にどんな変化がおきるのでしょうか。
今回は、自ら判断や決断をすることが苦手な知的・発達障がいのある方が、身近な暮らしの中で
特に注意して頂きたいことのなかから、下記の２点を取り上げます。

【契約に関すること】
契約有効年齢が 18 歳以上になります。
これまで 18，19 歳は未成年であり、親の同意を得ずに契約を結んだ場合には、取り消しするこ
とができました。
しかし、2022 年 4 月以降は、原則として未成年を理由に取り消しができなくなりました。高額
商品やクレジットカードの契約などは要注意ですね！！！

【お酒やたばこ、賭け事などが許可される年齢】
18 歳成人になったら、「やったー、お酒が飲めるぞ！」と喜んでいる人はいませんか？残念な
がら、お酒やたばこ、競馬、競輪なども、これまでどおり 20 歳にならないとできません。違反す
ると法律で罰せられますので、気をつけてくださいね！
その他にも女性が結婚できる年齢や、パスポートや国家資格が取れる年齢など、18 歳成人で変
わることや逆に変わらないことがありますので、注意してください。
（2022 年 5 月号の「手をつなぐ」31 ページにも掲載されていますので、参考にしてください。）

☆ボラ協の新しいスタッフの紹介

～よろしくお願いします～

・小澤 則雄 さん

所属：かみなり村北館

・小林 廣子 さん

所属：かみなり村北館

・北河 茉莉奈 さん

所属：児童デイ
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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）

照りつける日差しが、日に日に暑くなってきて園庭で遊ぶ子どもたちの顔にも汗が光るように
なりました。かみなりくんには今日も、真夏の太陽の下、元気に遊ぶ子どもたちの姿が見られます。

☆児童発達支援 … トイレトレーニング 頑張っているよ！
最近トイレで排泄する子どもたちが増えてきました。
朝、かみなりくんに到着すると、オムツから布パン
ツに替えます。トイレに行くのを嫌がる子、スムーズ
に行ける子、トイレにこだわりのある子などさまざま
です。まだまだ失敗もありますが個々にタイミングを
見てトイレに誘っています。成功した際は「パンツに
出てないね、すごいね！」と褒めて喜びを実感できる
声がけを心がけて自信につなげていきたいと思ってい
ます。

☆放課後等デイサービス … かみなりくんの日常
かみなりくんは今日もにぎやかです。コロナ禍でも子ども
たちは元気に過ごしています。
本館では広い庭を利用して、友だちと走り回って鬼ごっこ
をしたり、ブランコやすべり台等の遊具遊び、砂遊びをした
り、バスに乗って運転手さんごっこをしたりと外遊びが中心
となっています。
一方北館では、ぬり絵や読書、ままごと、プラレールなど
一人ひとりが好きな遊びを楽しむ姿が見られます。
ステージの壁には、前回の桜の花に引き続き、新たな貼り絵作品が飾られています。赤や黄色や青など
色とりどりの花がたくさん咲いています。子どもたちは、花びらを一枚一枚丁寧に広げたり、カタツムリ
の殻の模様を書き入れたりと、みんなで協力して作品を完成させました。優しい雨の下に咲く花々とカタ
ツムリを描いた、梅雨らしい作品に仕上がりました。
外遊びで体を動かす日もあれば、室内で工作やカードゲームをしたり、ひとり読書や塗り絵をしたりす
る日もあり、かみなりくんでは毎日色々なあそびが繰り広げられます。あそびを通して、興味関心の幅を
広げたり、仲間と一緒に活動する楽しさを知ったり、新しいことに挑戦してみたりと、どんな遊びも子ど
もたちにとっては学びの機会です。これからも、様々な活動を提案しながら、子どもたちの成長を見守っ
ていきたいと思っています。
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羽島市地域子育て支援拠点支援事
業

子育てひろばかみなりくん

❖

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）
※利用は無料です。お気軽にお越しください。

「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。
暑い、暑い夏がやってきました。たくさん遊んでいっぱい食べ、しっかりと休息をとりながら、
暑い夏を元気に過ごしましょう。
子育てひろばかみなりくんでは、外の遊具や室内のおもち
ゃで、のんびりと自由に遊ぶ親子の姿が見られます。室内の
トンネルで母親とハイハイ追いかけっこをする姿は、とても
微笑ましいです。
また最近では、発育や発達、育児に関する相談が増えてい
ます。お母さん方が気軽に安心して足を運んで頂ける場所に
なるよう、工夫していきたいと思います。

「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。
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いたします。
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いたします。

★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。（※3 歳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。
子育てひろばかみなりくん
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者
☆おもちゃ図書館かみなりくん

数★利用時のお願い
月
利用組数
障がい児親子
3月

51 組

37 組

おもちゃ図書館（毎月第 1 金曜 10：00～12：00

4月

59 組

37 組

実施）はコロナ感染拡大予防のため活動をお休み
しています。布おもちゃは、常時遊んで頂けます。

5月

43 組

32 組
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★はしま広域ファミリー・サポート・センター

羽島市正木町坂丸二丁目 95 番地
Tel（058）391-1228
E-mail：kosapo.kaminari＠volavola.org
https://volavola.org/kosapo.html

新しい学年がスタートし、お子さんの園・学校生活も落ち着いてきました。一方で、就活や仕事の都合
などで、新しい依頼の相談が増えています。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、サポートできる
内容が変更されることがあり、お受けできない場合もありますが、「地域で支える育児」のお手伝いを会
員さん方と力を合わせて今年度も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。
また、毎年行っております『提供会員養成講座』を秋に開催する予定です。開催日時や会場（今年度は
笠松エリア）、内容については、決まり次第、広報やパンフレット、ホームページ等でご案内いたします。
みなさまの受講を心よりお待ちしております。

★病児保育室かみなりくん

Tel（058）394-0112

現在、「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なっています。感染拡大や収束の実情に応じて、
受け入れの基準を変更する場合は「病児保育室かみなりくん」の HP や羽島市の HP
にも掲載されますのでご確認ください。
また、受け入れ等についてのご質問などがありましたらお気軽にご連絡下さい。

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 鈴木美）

★バーベキュー大会
今年のゴールデンウィークで唯一雨天だった 5 月 1 日にバーベキューをしました。(^^;
密にならないように西館と本館に分かれ、十分な感染対策をして行いました。入居者のみなさんは
口々に「おいしい！」
「お腹いっぱい～。
」と言いながら笑顔を見せ、大満足な様子でした。
あいにくの雨でしたが、テラスで開放的に外食気分を味わう事が出来ました。

★トゥクトゥクドライブ
天気のいい日に、トゥクトゥクドライブに出かけています。ドアも窓も無いトゥクトゥク！四方八方
からもろに風を受け、遊園地のアトラクションにでも乗っているかのような感覚です。乗車中は手すり
にしがみつきながらも、笑顔いっぱいで楽しんでいます。換気が完璧なので、コロナ対策もバッチリで
す。羽島の街中を走るトゥクトゥクに人々の注目が集まります。ちょっと恥ずかしいですが、買物先で
駐車場に停まっていると見知らぬ地域の方から声を掛けられることがあり、入居者様と地域の方々との
ふれあいのひと時にもなっています。
コロナ感染者数が落ち着き、行動制限が緩和されつつあるとはいえ、終息した
訳ではありません。引き続き 1 日に 3 回の検温・体調管理を行うとともに、基本
的な感染対策をしながら入居者様が快適に暮らせるよう努めていきます。
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かみなり村北館
生活介護

住 所：羽島市正木町坂丸２丁目 63 番地
TEL ：058-372-3437
FAX ：058-392-7380
Email：moana@npo-vola.org

「はしまる」表紙撮影
４月初旬のある日、生活情報誌「はしまる」５月号の表紙
撮影が北館で行われました。この日は４月になったばかり
とはいえ暑く感じるくらいの陽気－。ロンドンバスが映え
るきれいな青空がひろがり、絶好の撮影日和でした。
北館と本舗のメンバーが集まり、到着したばかりのトゥ
クトゥクも一緒にハイポーズ！
よそ見をしてしまったり、帽子を深くかぶって顔が暗く
なってしまったり、まぶしくて目を閉じてしまったり…と
みんながかっこよく写るのはなかなか大変で何度も撮り直
しました。頑張りの成果が出て、奇跡的に笑顔いっぱいの素
敵な写真で表紙を飾ることができました。

音楽療法

みんなが大好きな、月に 1 度のちか先生の音楽療法です。
６月は梅雨、ということで「あめふり」の歌を歌いました。
「ピッチピッチ

チャップチャップ

ランランラン～♪」

とピアノに合わせてみんなが歌う中、傘をもった２人がリ
ズムよく歩いています。傘を持つペアを順番に交代して楽
しみました。天井からはレクリエーションの時間に作った
てるてる坊主やカエルなどがぶら下がり、ちょうど雨の雰
囲気にぴったりです。憂うつになりがちなジメジメした時
季ですが、なんだか明るい気分になりました。

防災訓練
福祉事業所では災害に備えて、年間を通し計画的に防災訓練を行っています。
かみなり村では５月に職員で無線通報訓練を行いました。通報装置を実際に使ってみると、上手くや
りとりができず、災害時に焦っている状態で上手く使えるか不安だという感想も聞かれました。以前の
訓練で立ち会った消防署員さんが、まず職員ひとりひとりがやるべきことを把握し、進んで動く意識を
持つことが重要だと話されました。利用者さんも一緒に訓練に参加していますが、全員が安全に避難す
るためには職員が状況に応じて自分で考えて動けるようになることが必要です。
火災、地震、水害など何事もないに越したことはないですが、自然災害はいつ起きるか分かりません。
今後もいろいろなケースを想定し、いざという時に的確な行動がとれるよう訓練を重ねていきたいと思
います。
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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

＜感染症対策と熱中症対策＞
短い春が終わり、暑い季節がやってきました！熱中症対策が欠かせません。
水分補給や冷房の活用。十分な睡眠と休養。日常生活の中でしっかりとした対応を取っていきましょう。
突然ですが、コンテナの仲間はお散歩が大好きです。毎週木曜日には「ノルディックウォーキング」の時
間を設けて、1時間半ほどたっぷりと歩いています。みんな、とても元気なので、夏でもノルディックに行
きたい！と元気に歩きます♪もちろん真夏日には熱中症対策はかかせません。時間を短縮したり、休憩場所
の神社でお茶を飲んだり、クールタオルやひんやりスプレーも活用しています。
感染症対策として、マスクをつけられる方にはマスクを着けて頂いて
いますが、外を歩いている間はマスクを外すよう、声掛けしています。
しかし、今まで頑張ってマスクをするように声をかけてきたので、
「マスクをずっとつけていなければならない」と外せない方もいます。
せめて休憩の時だけでも外し、汗をぬぐってもらうようにしています。
熱中症対策と感染症対策。どちらを優先すべきか判断が難しい場合も

ありますが、その時、その場で必要な対策をしっかりととりながら、毎
日の生活を楽しく過ごしていきたいです！

＜コンテナTMI＞

TMIとは…Too much informaion（多すぎる情報＝おまけ情報）です☆

１，コンテナに鳩が巣を作り、雛が産まれました。人が居
ない連休の間に巣を作り、卵を産み、ずっと親鳥が温めて
いたため、巣を除けるのも忍びなく、雛が産まれ、巣立つ
まで見守ることに決めました。
この度、無事に二羽の雛が巣立ちました♪
一羽はなかなか巣立たず、心配していたのですが、最後
にコンテナ内を一周し、一人の仲間の頭にとまり、挨拶を
して巣立っていきました！

2，コンテナの段ボールコンポストで作った肥料をまいたプ
ランターから、今年もかぼちゃが芽をだしました☆
良質な栄養をいっぱい吸って、元気に成長しています！
去年は２玉収穫出来て、お昼ご飯になりました。今年は
何玉収穫できるか、楽しみです(^^♪
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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

【本舗夏のイベント情報！】
今年の夏はイベントが目白押し！
「小さな作品展」7／15（金）～7／31（日）岐阜グランドホテル 1 階ロビー
かみなり村本舗、夢工房 JIN(岐南町)、ワークサポートみやこ(岐阜市)の 3 事業
所がそれぞれ作ったカバン、雑貨、アート作品が展示販売されます。
会場でしか購入できない商品もございます。是非会場までお越しください。
「Wood Go!!2022」8／18（木）～8／21（日）岐阜高島屋 10 階催事場
岐阜の木を使った木育に関するイベントが盛りだくさん。木工クラフトのワークショップ等開催されます。
期間中はかみなり村本舗の商品も販売しております。是非お越しください。
【新もっくる引っ越し完了！！】
新もっくるへの引っ越しを終え、5 月中旬から再スタートしました！以前よりもき
れいで広くなりました。床もグリーンに塗ってさわやかで快適な環境に！
みんなも喜んでくれています。お仕事もたくさん頑張ってくれることでしょう。
まだまだ道具の整理整頓が出来ていない所もあり、工作機械も動いていない所がありますが、みんな元気に
お仕事をしていますので、みなさん是非是非、もっくるに遊びに来てください。
建物はコンテナのアオキと同様、グリーンとコンテナが目印です。
【もっくる畑の美味しい野菜情報】
もっくるの畑では夏野菜が沢山育っています。
トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、ゴーヤ等々。大地のエネルギーをたくさん
吸収して栄養が多く体を涼しく冷やしてくれる夏野菜！！沢山買って沢山食べて
ください！
【今年もアイガモがやってきました！】
今年の春もかみなり村本館敷地内にアイガモのヒナ 150 羽近くがやってきまし
た。何故か今年のアイガモはみんな黒いヒナばかり？そういう種類なのかオスば
かりなのか分かりませんが、1 か月ちょっともっくるのみんなで小屋の掃除などお世話をしました。
6 月の中頃には桑原の田んぼでアイガモ農法としてお仕事に行ってしまいましたが、でもその中から 3 羽は
西館前のカモ小屋で暮らすことが決まりました。貫禄ある先輩アイガモたちと一緒にかみなり村でこれか
らよろしくお願いしますね。
【内職のお仕事】

今ふくふくでは、イベントへ向けての商品づくりや内職
を頑張っています。
内職はやる事がきちんと決まっていて、いくつかの工程もあるので、利用者さ
んにも分かりやすく、みなさんとても集中して作業に取り組まれています。皆
さんそれぞれ、得意、不得意な作業があるので、内職の種類が多いのも、とて
も助かっています。
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この春もジェイムスさんに頂いた桜が美しく咲き、子どもたちは花粉症
に悩まされながらも元気に学校へ通っています。
子どもたちに季節の物を食べてもらいたいという
愛情あふれる思いをいただき、たけのこやイチゴ、
川魚などが食卓に並び、お腹いっぱいいただきまし
た。生まれて初めて食べる子もいて、大変貴重な経
験をする事が出来ました。
皆さまのおかげです。ありがとうございます。
>゜)))彡

>゜)))彡 >゜)))彡 >゜)))彡

＊ゴロゴロくんに寄付をいただいた方＊

ご協力ありがとうございました。

＜寄付品＞（順不同）

今後ともご協力を宜しくお願いします。

さごうさん,パイナップルおじさん, 田中さん

(例えば：洗濯用洗剤、ﾃｨｯｼｭ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、

ひるたん,国枝さん，ご近所の方々，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☆

岐阜信用金庫様より、ご寄付をいただきました！
この度、岐阜信用金庫東羽島支店様より、地域の子どもたちの
健やかな成長を願って子ども・子育て支援事業に充ててほしいと、
15 万円の寄付金を頂きました。
6 月 8 日（水）に寄付金の贈呈式が行われ、岐阜信用金庫の光崎
常務理事より、直々に目録が手渡されました。新聞社の取材もあり
贈呈式終了後、川合理事長が取材に答えました。
（6 月 9 日（木）発行の岐阜新聞に記事が掲載されています。）
このお金は、社会的養護など親元を離れて暮らす子どもたち
のために、大切に使わせて頂きます。
こうした地域の方々からの、あたたかいお気持ちに改めて感謝
いたします。ありがとうございました。
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№39
―Ohana とはハワイ語で家族・仲間の意味です―

・4 月に F さん、I さん、5 月に N さん、I さんの 4 人が巣立って行きました。
F さんは、20 歳になるためアパートを借りて一人暮らしをスタートしました。
ペットも飼えるアパートなので、大好きな猫が飼えると大満足です。＼(^o^)／
I さんは、父親の元へ行き、自立を目指して頑張っています。
運転免許も合宿で取得することができました。
Y さんは、3 月に高校を卒業し、かねてから移り住みたかった E 県に移り住みました。
これから就職先を探さなければならないので心配ですが、頑張り屋さんなので新天地
でもやっていけると思います。［Ω（⌒∀⌒）Ω］
I さんは、関係の悪かった母親ともお互いいい関係になり、母親宅へ戻りました。
彼女も合宿で運転免許を取り、今は家から車で通勤しています。
・新しいメンバーも増えました！
4 月の終わりに高 2 のＯさん、6 月終わりに 16 歳のＴさんが入居しました。
現在 6 名の子どもが入居していて、とても賑やかな毎日です。
Ohana に寄付をいただいた方
＜寄付金＞(順不同・敬称略)
安田和代 味岡和子 (有)雷屋

（R4 年 4 月～R4 年 6 月）
＜寄付品＞(順不同・敬称略)
井戸秀樹 岩田電機(株) 辻井孝明 ウェルハート和田誠
鍬田逸雄 杉山明美 太田岩雄・奥様 補伽登美枝

温かいご支援、皆さまありがとうございました💛💛

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

岐阜信用金庫東羽島支店 普通 304116

年額 20,000 円（広報紙年 4 回掲載）

◆一 般 寄 付

口座名義

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

ぎふ農協正木支店

普通 0008373

特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会

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

普通 1126391

岐阜信用金庫東羽島支店 普通 304124
口座名義

社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会

◆一 般 寄 付
大垣共立銀行羽島支店
口座名義
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普通 1150877

普通 1126362

社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会

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

Lala の部屋
勝利

県内の児童養護施設の中高生サロンに訪問

居住支援法人

し、話をしました。Lala の部屋の緊急宿泊を

ＨＰ

一人の若者が利用し、自立に向けて旅立ちま
した。

岐阜チンタイ管理事務所に、若者の住居確保を協力いただきました。
Lala の部屋
フローリッシュ様、アイドゥー様に若者

ＨＰ

が就労しました。岩田電気様、ヒビキ様、
加藤木工所に職業体験を受けていただき
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

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。
梅雨のじめじめを吹き飛ばし、健康維持のために、ウォーキングスタンプラリーを始めました。
ポイントを貯めると、よろず喫茶のコーヒーチケットなどがもらえる特典付きですヽ(^o^)丿
特典も魅力的ですが、青空の下、歩くのも気持ちが良いものです。皆さんそれぞれのペース
でウォーキングを楽しんでいます。
GW に促進ホームの中庭で、ピザ＆パエリアのランチ
パーティーをしました～🥄
お天気も良く、久しぶりにみんなそろっての楽しい時間
でしたヽ(^o^)丿
これからもウィズコロナで、安全に楽しく過ごしていける
企画を考えていきたいです💛
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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

㈱ワークショップ

この枠の広告を 20,000 円で募集！！

自動車販売・修理

年間を通して 4 回掲載いたします。

〠500-8154 岐阜市木ノ下町５丁目８番地
TEL（058）248-1081 http://www.workshop.co.jp/
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行 事 予 定

ご寄付ありがとうございました

2022.7 月～11 月

2022 年 3 月 24 日 ～ 2022 年 6 月 20 日まで
９月

介護職員初任者研修（障がい者対象）

10 月

移動支援従事者養成研修

（順不同・敬称略）
ＮＰＯ寄付品
岩田巌 三輪壽子

（知的障がい課程）
11 月

オレンジリボンイベント

ＮＰＯ寄付金
白木一 ㈲本庄塗装 河合恒子 浅野滿 後藤佐織
れんこんクラブ

※行事は延期または中止に
なる場合があります。

社福寄付品
匿名 3 名

ＮＰＯ賛助会費（個人）
浅井照子

坂下繁

廣瀬元三

井上洋一

社福寄付金

服部治子

塚本アサ子

上田祐之

奥住信治 林正一 山田美加 味岡和子 安田和代

馬塲正

柴田登奈美

山田耕司

青木英明 ㈲雷屋 岐阜信用金庫東羽島支店

豊田敦子 山田美加 木村将

青山恵子 伊藤文代

匿名 3 名

ＮＰＯ賛助会費（企業）
岐阜羽島バス・タクシー㈱

大垣共立銀行羽島支店

奥住・芝田会計事務所

㈲前澤葬儀社 弁護士法人さわやか法律事務所 ㈱セイコー
河合モータース 稲垣米穀店
㈱中部自動車工業

㈱文溪堂 ㈱岩正商店

日東工業㈱ ㈱カミノ

㈱田中工務店

羽島高速鉄道高架㈱ ㈱SANKO
（医）充仁会岩佐医院

㈲エイワンモータース

昭和建設㈱

㈲雷屋

㈲ペンテック

家具ショップゾン 羽島ロータリークラブ ぎふ農業協同組合

㈱高陽社 丸栄コンクリート工業㈱
広告協賛
奥住・芝田会計事務所 ㈱SANKO 弁護士法人さわやか法律事務所

（医）充仁会岩佐医院

㈱サンウエスパ

㈲エイワンモータース ㈲雷屋 ㈲サンエール 龍栄堂・山口表具店
皆さまからの温かい浄財は行き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・制度では補えない活動に活用させて頂いております。

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）

コメダ珈琲羽島コスモスポーツプラザ店

（羽島市福寿町）

むねちゃんラーメン神戸店

（安八郡神戸町）

コパンスポーツクラブコスモ

（羽島市福寿町）

広瀬歯科医院

（羽島市正木町）

コスモボウル羽島

（羽島市福寿町）

美容室 スタイルボックス

（羽島市正木町）

こんがり家

（羽島市舟橋町）

美容室ル・レーブ

（羽島市正木町）

ギャラリーみのり

（羽島市足近町）

ミセルマムマム

（羽島市竹鼻町）

居酒屋 ふるさと

（羽島市小熊町）

空天丼

（羽島市福寿町）

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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