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でいあい
あゆみ 画

その背中をそっと支えるまちに

～ぎふハチドリ基金 5 周年～

森が火事になりました。森の生き物たちが逃げ出しても、クリキンディという名のハチドリはひとしずくずつ
水を運びます。動物たちが笑う中、クリキンディはこう言いました。
「私は、私にできることをしているだけ」
「ハチドリのひとしずく」という南米の民話にちなんで名づけた「ぎふハチドリ基金」は、市民の寄付を集め、
県内の困難を抱える子ども、若者、子育て家庭を支える活動に対して助成する仕組みとして、2012 年 10 月 1 日
に設立されました。
「ぎふハチドリ基金」ができる数年前、まだ「子どもの貧困」がそれほど大きく取り上げら
れていなかった頃から、地域の人たち（NPO）は、経済的困窮やいくつもの悩みを抱えた子どもや若者、子育て
家庭の存在に気づいていました。NPO のサポートの利用料が払えなくても無償で手を差し伸べる団体、活動費を
捻出し居場所運営や相談活動を続けている団体がたくさんありました。そのような活動を資金面から援助した
い、子どもや若者、子育て家庭が抱える困難を「社会の責任」と考え、まずできることから行動する人達をどん
どん増やしたい、そうすることでぎふの未来は明るくなると「ぎふハチドリ基金」は考えました。
これまでに累計約 1,400 万円の寄付が集まり、経済的困窮、障がい、不登校、ひきこもりなど様々な困難を抱
えながら公的な支援が得られない課題に対して、地域の NPO が実施する子育て支援、食糧支援、学習支援、居
場所づくり、就労支援など様々な支援活動に助成してきました。今年度は、19 団体の活動に対して約 265 万円
の助成をしています。
多くの方に支えられて、10 月 1 日で設立 5 周年を迎える「ぎふハチドリ基金」は、さらなる発展を目指して、
今年度中に NPO 法人にすることを決意しました。現在、年会費 1 口 3,000 円で継続的に支えて頂く「応援団」を
募集しています。困っている子ども、若者、子育て家庭の背中を「そっと支えるまち」。そんな温かいまち（地
域）をつくる仕組みに、ぜひ加わってください。
「ぎふハチドリ基金」事務局 （特）ぎふＮＰＯセンター 山田朋子
【問い合わせ先】 「ぎふハチドリ基金」事務局
特定非営利活動法人 ぎふＮＰＯセンター
E-mail：npo@gifu-npocenter.org

TEL 058-275-9739 FAX 058-275-9738

HP：「ぎふハチドリ」で検索
11

社会福祉法人とＮＰＯ法人の協働による地域の課題解決の仕組みを考える
社会福祉法人に対しては、
「過剰な内部留保（利益剰余金）が蓄えられている」などといった批判によ
り、社会福祉法が改正され、現在、社会福祉法人制度改革が実施されているところです。そのうちの柱で
ある「地域社会への貢献」の一つ「地域における公益的な取り組み」
（改正法第 24 条第 2 項）について、
趣旨や具体的な内容が明確にされ、その取り組みについては、以下の３要件を満たすこととしています。
（１）「社会福祉事業・公益事業を行うにあたって提供される」福祉サービス
例えば「地域の障害者、高齢者と住民の交流を目的とした祭りやイベント」などは該当するものの、
「当該法人の施設・事業の入所者・利用者と住民との交流活動」や「環境美化活動」
「防犯活動」は該当
しません。
（２）「日常生活・社会生活上の支援を必要とする者に対する」福祉サービス
例えば「要支援・要介護高齢者に対する入退院支援」
「子育て家族への交流の場の提供」
「家庭環境により
十分な学習機会のない児童に対する学習支援を目的とした活動」などは該当しますが、
「自ら移動するこ
とが容易な者に対する移動手段の提供」や「地域住民に対するグラウンドや交流スペースの提供」
「一般
的な学力向上を主たる目的とした学習支援」などは該当しません。
（３）
「無料または低額な料金で提供されるサービス」
「既存制度の対象とならず、公的な費用負担（委託事業または補助事業による事業費全額についての公費
負担のこと）がない福祉サービスを提供する」ことであると明記されました。このため「既存制度の対象
となる」場合や「公的な補助金などがある」場合には、この無料・低額な料金の要件を満たしません。
「法
人独自に付加的なサービス提供を行っている場合」や「法人が福祉サービスに係る利用者負担を軽減す
る」ことは該当するものの、
「自治体の委託事業を受託して費用の補填を受けている」場合には該当しな
いとしています。
「地域における公益的な取り組み」は、社会福祉法人の責務であり、現在、各法人はその取り組み内容に
ついて模索しているところです。また、余剰な繰越金を持っている社会福祉法人は「社会福祉充実計画」
を策定し、新たな社会福祉事業や地域公益事業に資金投下する必要があります。しかし多くの社会福祉法
人はその成り立ちから本来事業以外の「地域における公益的な取り組み」
「地域の課題解決への取り組み」
についてはどうしていいのかわからず、毎年の監査に耐えうる単に形だけの取り組みになることも予想
されます。
～社会福祉法人とＮＰＯ法人の連携～
現在、県内各地のＮＰＯ法人等は子育て支援や生活困窮者・要保護家庭への支援など制度のはざまで苦
しむ人々を救うべく日々奮闘しています。しかしＮＰＯ等の財政基盤は弱く、活動の継続性や拡充につい
ては困難を極めています。そこで地域の公益的な取り組みを模索している社会福祉法人とＮＰＯ法人等
が連携し一緒に活動する「協働」に期待が高まっています。双方の強みを活かした「協働」の仕組みが確
立できれば、ＮＰＯの既存事業だけでなくＮＰＯでは運営困難な事業にも着手することが可能になり、表
紙でご紹介した「ぎふハチドリ基金」による基金運営や支援活動もより充実したものになります。
今後、社会福祉法人とＮＰＯ法人の連携による事業形態が定着し、地域の福祉サービスの拡充が進展す
るよう、協働の在り方や手続きの方法を示すなど具体的な取り組みを始めていきたいと考えています。

【お知らせ】

映画「さとにきたらええやん」上映会のご案内

日時：平成 30 年 2 月 4 日（日）14：00～17：00

実在する施設「こどもの里」を舞台にしたドキュメンタリー

場所：不二羽島文化センター

映画を通して、子ども支援について考えましょう。

みのぎくホール

入場無料（※要整理券）
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TEL 058－391－1613

で い あ い

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

生活介護

10 月～12 月の主な行事
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、音楽を楽しむ会・季節の工作・トランプ大会・ボ
ウリング大会・マージャン大会・カラオケ・クイズ
喫茶店めぐり・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
-5-

＜七夕音楽会＞
7 月 7 日、まさに七夕のこの日。
スタッフによる音楽会を開催しました。
ウクレレの音に合わせて「きらきら星」
「七夕」などを
歌います。
イントロクイズもみんな当てて、とっても楽しい時間。
「幸せなら手をたたこう」でしめました。
みんなの願いは叶ったカナ？

＜夏野菜でピザ作りをしたよ！＞
竹鼻中学校 茶華道部のみなさんと一緒にピザ作りをし
ました。前日に畑で採れたトマトを使ってソースを作り、
ピーマンとナスは盛りつけ用の具材に使用しました。
当日は利用者さんと茶華道部のみなさんとで生地を伸
ばしたり、盛り付けをしたりしました。
生地はとても上手に丸の形に出来上がり、みなさん喜ん
でみえました。
盛りつけは多少バラつきがあり、個性が出たお互いのピ
ザを見て笑い合い、笑いの耐えないピザ作りになりまし
た！
焼きあがったピザを皆さんで一緒に食べた時のあの表
情は今でも忘れられないくらいとても良い笑顔で「来年も
楽しみにしています！」という声をたくさんいただいたの
で、次も気合を入れて皆さんを笑顔にしたいと思います！
＜ひまわり畑へ行きました！＞
今年も市之枝のひまわりがきれいに咲きました。
どの花も真っ直ぐ前を向き、風が吹くとユラユラかわ
いく揺れて、いつまでも眺めていたい気分でした。
来年も、みんなでこの景色が見られたらいいですね。
これからの季節はコスモスです。
どんな景色を見せてくれるのか今から楽しみです！
3

＜絵画教室を楽しんでいます！＞
毎月 1 回テーマを決めて、みんなで作品作りを楽しんで
います。
＜習字＞

久しぶりに筆を持って「梅雨」をテーマに書き

ました。 「
（麺）つゆ」の文字もあったり…。
＜七夕＞ リース状の飾りを製作しました。
彦星様と織姫様が出会えますように…願いを込めて飾り付
けしました。
＜ひまわり＞

自由に花びらを貼りつけて台紙からはみ出

すほど元気いっぱい・笑顔いっぱいのひまわりが完成しま
した。

＜サマー茶会がありました！＞
今年も竹鼻中学校の茶華道部の生徒さんたちが
「でいあい」を訪ねてくれました。
利用者さんとの交流のお礼にと心を込めて一服
のお茶を点ててくれました。
暑い中に、ふと心の風を感じる良い時間でした。
昨年から始まったこのサマー茶会。
生徒さんとの、この一期一会が来年もまた続く
とよいなぁと思います。
＜活動紹介

その 1＞

利用者さん・スタッフみんなが夢中になって取り組んで
いるのがパステル教室です。
毎月 1 回。講師の柳澤さんをお招きしての 1 時間。
「花火」
「お月見」など毎回テーマを決めて、思い思い
に色をのせていきます。淡い色合いが何とも言えない優し
い作品が完成していきます。
パステル教室を始めて、男女問わず隠れた才能（？）
秘めたるセンスを開花された方が多くいらっしゃいます。
毎回、廊下に作品を展示しています。
みなさん機会があったらご覧ください。
「あの人がこんな素敵な作品を…！」と驚かれるかもし
れません。
（笑）
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TEL 058－391－1613

土 曜 で い

FAX 058－393－1218
（担当 鈴木美知代）

生活介護

☺ 毎週土曜日、みんなで元気に活動中！☺

＜レクリエーション協会の先生と楽しく過ごしました＞
7/29

岐阜県レクリエーション協会の先生にお越しいただき、クラフト

の指導をして頂きました。
普段、工作などの活動にあまり参加されない利用者さんも参加され、
全員で活動することができました。
とても元気で明るく優しい先生のご指導により、利用者さん、職員
共々楽しい時間を過ごすことができました。
先生には、事前の準備等もしていただき感謝、感謝です!(^^)!
レクリエーションの進め方など今後の活動の参考にしていきたいです。
＜ペットボトル風鈴作り＞
8/12 ペットボトルを使って、夏にピッタリ‼風鈴を作りました。
ペットボトルにテープやシールを貼ったり、絵を描いたりして
思い思いにデコレーションしました。
ヒモを通して飾りをつけたり、鈴をつけたり、短冊をつけたり…。
みんな、集中して取り組みました(^^)/
涼しげで洋風な風鈴のできあがり！！
それぞれ持ち帰っていただきました。
みんな、部屋に飾ってくれたかなー??
これからも、季節を感じられるような活動をしていけたらいいなー
と思っています(*^_^*)‼

ボランティアさん大歓迎です！
興味のある方はご連絡ください。
お待ちしております。

＜スタッフ募集中＞
利用者さん・スタッフと元気に活動してくださる方大歓迎！
送迎車の運転・支援・入浴介助・その他特技のある方（麻雀・将棋・絵画など）お待ちしています。
お問い合わせ

０５８－３９３－０７５１
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お気軽にご連絡ください

☎ 0５8-391-1613

FAX 058-393-1218

E-mail: baribari-genki@volavola.org

ことし

なつ

あつ

がんば

《今年の夏も暑かった
きせつ

担当 江崎

でも頑張ったよ！！》

と

まなつ

そうこそうじ

しゅっちょうせいそう

ち

か どう そ う じ

せんしゃ

かん

バリカムでは季節を問わず真夏でもリサイクル（倉庫掃除、 出 張 清掃、地下道掃除、洗車、缶つ
てん

しごと

すいぶんほきゅう

きゅうけい

やす

がんば

ぶしなど）、ありんこ店の仕事も水分補給や 休 憩 をしながらですが、休まず頑張っています。
あつ

じ

き

いちにちじゅうそと

しごと

しゃいん

からだ

まい

ごぜん

そと し ご と

ねが

暑い時期は、一 日 中 外 での仕事では社員さんの 体 が参ってしまうので午前に外仕事をお願いした
ご

ご

しつない

しごと

あつ

あきかん

ら、午後は室内の仕事をやってもらうようにしています。暑くなればなるほど、空缶やペットボトル
かいしゅう

おおいそが

キャップがたくさん 回 収 され 大 忙 しです。
てん

あつ

なか

きゃくさま

らいてん

う

あ

ありんこ店では暑い中でもたくさんのお 客 様が来店してくださり売り上げ
こうちょう

がんば

が い

あつ

たいへん

好 調 です。頑張り甲斐があります！！暑くて大変ですがとてもありがたいです。
まいとしこうれい

え い が かんしょうかい

《毎年恒例！映画 鑑 賞 会 ♪》
がつ

にち ご ぜ ん ふ じ は し ま ぶ ん か

おこな

なつやす

えいがかい

8月24日午前不二羽島文化センタースカイホールで 行 われた夏休みこども映画会で、ユニバーサル
えいが

かんしょう

えいぞう

かわい

かん

たの

えいが

スタジオ映画『ペット』を 鑑 賞 しました。映像がとても可愛くて、スピード感のあるとても楽しい映画
えがお

み

で、みんなのステキな笑顔が見られました。
ご

ご

どよう

さくせい

かわい

ひょうばん

午後からは、「土曜でい」で作成して可愛いと 評 判 だっ
ふうりん

つく

おも

おも

たペットボトル風鈴を作りました。思い思いにシールやマス
つか

かざ

つ

ふうりん

キングテープを使って、飾り付けをしてオリジナル風鈴が
たんざく

ねが

こと

か

ひと

できあがりました。短冊に願い事を書いている人もいました。
たなばた

かんちが

わらい

七夕と勘違いしていますねぇー（ 笑 ）
しゃいん

たの

かわい

社員さんからは、
「楽しかった！」
「可愛くできた」
こんど

なに

つく

こえ

「今度は何を作るの？」といった声がたくさんあがりました。
たの

こうさく

おも

これからもバリカムのみんなで楽しく工作をしていきたいと思っています。
お

い

ちかぢかにゅうか よ て い

《美味しいもの近々入荷予定！》
のうやく ふ し よ う ゆ う き ひりょう

そだ

こめ

ごへい

など

しよう

・農薬不使用有機肥料で育てたお米（ポンハゼ、五平もち、おにぎり等に使用します）
た ね が し ま さ ん あんのういも

やき

など

しよう

・種子島産安納芋（焼いも、ワッフル、クッキー、パウンドケーキ等に使用します）
がつごろ

は し ま たけはなちょうきつねあなてんさま

ちゅうしゃじょう

かり

あんのういも

11月頃から、セブンイレブン羽島 竹 鼻 町 狐 穴店様の 駐 車 場 をお借りして、安納芋
や

いも

はんばい

たの

の焼き芋を販売します。お楽しみに！
あき

《秋はイベントがたくさんあります！！》
かさまつきょうせいてん

がつ

「笠松 矯 正 展 」
かいご

ひ

かいごふくし き き て ん

「介護の日フェア介護福祉機器展2017」
せいりゅうえん

ど

かさまつ け い む し ょ

とくべつ し え ん がっこう

がつ

にち

もく

ぎ

ふ さんぎょうかいかん

11月2日（木）岐阜 産 業 会館にて
がつ

「 清 流 園フェスタ」
ほか

にち

10月21日（土）笠松刑務所にて
にち

ど

せいりゅうえん

11月11日（土） 清 流 園にて
ぶ ん か さい

しゅってん

よてい

他にも、特別支援学校の文化祭などいろいろなイベントに 出 店 させていただく予定です。
しゃいん

げんき

はんばい

あそ

き

くだ

こころ

ま

イベントでは、社員さんが元気よく販売しています。ぜひ遊びに来て下さいね！ 心 よりお待ちして
おります。
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かいきんしょう

がつ

がつ

《皆勤 賞 （4月～8月まで）》
しゃいん

めいちゅう い か

めい

かた

いちにち

やす

しゅっきん

バリカムの社員さん、33 名 中 以下8名の方が一日も休まず 出 勤 されました！！
だんせい

男性･･･B.T さん
じょせい

女性･･･Y.A さん

U.Y さん

A.H さん

I.H さん

H.H さん

K.Y さん

K.Y さん

でした。すごいですね^—^パチパチ！！
こんご

はんとし

かいきんしょう

ひょうしょう

かんが

今後、半年ごとに皆勤 賞 の 表 彰 をしていこうと 考 えています。
まいしゅうこうしん

《ブログ、 毎 週 更新しています！》
しごと

やす

じかん

ようす

バリカムのお仕事や休み時間、イベントなどの様子をブログで
しょうかい

げんきしゃ

にっき

バリカム元気社の日記

検索

けんさく

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。
よ

はくしゅ

読まれたら、「拍手

うれ

クリック

」やコメントをいただけると嬉しいです(^_^)

バリカムクイズ！！
かん

あつ

バリカムではアルミ缶のプルタブを集めています。どうしてでしょうか？
かんいんりょう

あ

ひきて

プルタブとは、缶 飲 料 を開けるための引手のことです。
つぎ

ひと

せいかい

次のうち一つだけ正解があります。

プルタブ
つく

①つなげてネックレスなどのアクセサリーを作るため
くるまいす

き

ふ

②車椅子が寄付されるから
かね

き

ふ

③お金が寄付されるから
こた

クイズの答えは・・・
くるまいす

き

ふ

②車椅子が寄付されるから

ねが

～お願い～
げんきしゃ

つぎ

じょうじかいしゅう

バリカム元気社では、次のものを常時 回 収 しています。
しんぶん

ざっし

だん

・新聞 ・雑誌 ・段ボール
かみるい

かん

ぎゅうにゅう

・アルミ缶 ・ 牛 乳 パック ・ランドセル ・かばん

たば

きんりん

ばあい

かいしゅう

くつ

・靴

うかが

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。
くつ

はそん

もの

ぬ

もの

かいしゅう

りょうしょう

かばん、靴、ランドセルは、破損した物や濡れている物は 回 収 できませんのでご 了 承 ください。
かん

かいしゅう

げんかん

かいしゅうばこ

せっち

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。
ず い じ かいしゅう

へいせい

ねん

がつ

へいせい

ねん

がつ

ゆう

かいづかがく

さま

ペットボトルキャップも随時 回 収 しています。平成29年6月～平成29年9月に（有）海津化学ゴム様に
こ

ていきょう

さいせい

おさめたキャップは 563.89ｋｇ（242,473個）でした。ご 提 供 いただいたエコキャップは再生プラステ
げんりょう

かんきん

さまざま

しゃかいこうけんかつどう

すいしんきょうかい

こうしき

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。エコキャップ推進 協 会 の公式ホ
かいしゅうじっせき

けいさい

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。
きょうりょく

ねが

これからも、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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喜楽舎

ＮＯ．５６

TEL (058)393-3540 FAX (058)393-1218
（担当：林）
E-mail ： kirakusha@volavola.org
喜楽舎とは、障がいのある人が、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。

◇信号機のない横断歩道での交通ルールとは
信号機のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしている場面で９割以上のクルマが一時停止していないこと
がＪＡＦが行った全国実態調査で判明しました。ドライバーは、常に歩行者が安全に横断歩道を渡れるよう
に保護しなければなりません。道路交通法には、①歩行者有無が確認できれば、横断歩道の停止位置に止ま
れるような速度で進行する。②横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者や自転車がいるときは、必
ず一時停止をする。③横断歩道内およびその手前 30ｍは、追い越しや追い抜きが禁止。などが規定され、横
断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、ドライバーは横断歩道の直前でクルマを一時停止させ、通行を妨
げないよう義務付けています。横断歩道を渡るのに時間がかかってしまう高齢者や幼い子どもも、もちろん
例外では、ありません。違反者には、反則金や違反点数が科せられます。安全運転に心がけましょう。

◇行動援護に携わるための資格、強度行動障がい従事者養成研修について
行動援護とは、自己判断能力が制限される人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出
支援をします。強度行動障がいとは、自分の体をたたいたり、食べられないものを口に入れる、危険につな
がる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人をたたいたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の
人の暮らしに影響を及ぼす行動が著しく高い頻度でおこるため特別に配慮された支援が必要になっている
状態をいいます。喜楽舎では、支援に携わるため行動援護従事者養成研修を随時、受講してきました。強度
行動障害支援者養成研修と行動援護従事者養成研修それぞれありましたが、２８年度から岐阜県では、行動
援護従事者養成研修が、強度行動障がい従事者養成研修に統合されました。それに伴い毎年、事業所ごとに
数名受講しております。強度行動障がい従事者養成研修は、基礎研修と実践研修の 2 種類受講します。現在
は、経過措置として養成研修を受講していなくてもヘルパー2 級以上の資格で知的障がい児者または、精神
障がい者の直接支援 2 年以上ある場合は支援に携われますが、平成 30 年 3 月末で経過措置が終わります。
平成 30 年 4 月から行動援護に携わる場合は、期限までに強度行動障がい従事者養成研修（基礎・実践）を
受講していただく必要があります。各自、ご確認をお願い致します。人材確保にご協力お願い致します。

◇介護職員初任者研修が始まりました！！
９月９日から「介護職員初任者研修」が始まりました。今年度は、介護施設で働きながら資格を取るため
に受講している方の割合が多く、年齢層の幅も広いです。まだ、始まったばかりですがみなさん、とてもま
じめで休み時間は、とても静かです。昨年度から受講対象者を障がいがある方だけでなく、当協会のスタッ
フも一緒に受講する形式になりました。受講者全員、無事に修了式を迎えられるよう頑張っていきます。

◇移動支援従事者養成研修（知的障がい者課程）
芸術の秋！資格の秋！ということで秋になったら資格を取りませんか？下記の日程で受講者を募集して
おります。この機会に制度や障がいについて触れていただくことでより多くの方にボラ協の事業に支援員
として関わっ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。
１０月２日（月）からボランティア協会のホームページなどで募集をいたします。
研

修：平成 29 年 11 月 17 日(金)から 29 年 12 月 15 日(金)の全 7 日間

受 講 料 ：15,000 円 申込募集中（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、市内のコミュニティーセンターなどに要綱を設置
８8

しょう

しゃせいかつ し え ん

しょう

かた

障 がい者生活支援センターは、障 がいがある方やその
かぞく

ちいき

なか

ゆたか

あんしん

せいかつ

ご家族が、地域の中でより豊かに安心して生活できるよ
さまざま

そうだん

う、様々な相談にのっています。
そうだん

むりょう

き がる

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
メール：shien-hashima@volavola.org

でん わ

相談は無料です。まずはお気軽に、お電話ください。
今回は、障がいのある子の親御さんにとって気になる「障がいのある人に対するお金の教育」と、
「親なき
後」対策に関する情報です。
最近、
「障がいのある人のお金の問題」や「親なき後の問題」に関する情報が少しずつ発信されるようにな
りました。この問題について各地で行われている講座や書籍についてご紹介します。

今日、障がい福祉サービスについての情報は、社会に広く浸透し、福祉課や支援センターにいけば
知ることができ、必要に応じて利用することもできるようになっていますが、
「お金に関する問題」
や「親なき後の問題」は、どちらかといえば語られにくい問題として、本人や家族が抱え込み、情報
が少ないがゆえに、大きな不安の種になっているような気がします。
「親の私がいなくなったら、子どもの暮らしはどうなるのかしら？」
「親なき後、子どもが安心して暮らして
いくためにどれだけのお金が必要？」
「子どもは将来、自分のお金を使っていけるようになるのだろうか？」
「ひとりで生きていくために、お金の大切さや使い方を身につけてほしい」などなど。
障がいのある子の親であれば、だれでもこうした不安を少なからずおもちではないかと思います。
このような方々のために。
。
。

こんな講座が開かれています！
知的障がい者等を対象にした金融対策講座（ゆうちょ財団）
毎年、ゆうちょ財団が、全国の福祉事業所、特別支援学校、親の会などに講師を派遣し、開催している講
座です。知的障がいや発達障がいのある人及びその支援者、保護者等を対象にしています。講座の目的は、
知的障がいなどのある人の社会的自立を支援すること。金銭感覚を身につけたり、上手なお金の使い方な
どを学んだりする「金銭管理講座」
、金融被害にあわないための「金融被害防止講座」
、
「親なき後対策講座」
など、さまざまです。開催に関わる費用（講師料、交通費）は原則財団が負担します。
問合せ先：一般財団法人 ゆうちょ財団 教育出版部 ℡03-5275-1811
HP：http://www.yu-cho-f.jp
こんな本が出ています！
『今日からできる！障がいのある子のお金トレーニング』
（共著）
鹿野 佐代子（多機能型福祉施設サービス管理責任者）
前野
彩（ファイナンシャルプランナー）
翔泳社
執筆者の一人、鹿野氏は、ゆうちょ財団の金融対策講座の講師で、ファイナンシャルプランナーの資格をもつ
福祉施設の支援者でもあります。この本には、障がいのある子のために親が準備しておきたい支援制度を踏ま
えたマネープランや、本人たちの金銭管理教育についても書かれています。初心者向けの、とても読みやすい
本です。
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『障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」
』
（2014 年刊）
『障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本』
（2016 年刊）
渡部 伸（行政書士 「親なきあと」相談室主宰） 主婦の友社
『障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」
』は、子どもの親なき後を支える様々な制度や福祉サ
ービスについて取り上げています。
『障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本』は、前書に続き、
「親なき後」の特に経済的な面にス
ポットをあてて書かれています。あるお母さんは「読んだ後に、今までもち続けていた、わけのわからない不
安から解放され、楽になったような気がします」という感想を述べておられます。
こういった講座や書籍を通じて、本人、親、支援者が学ぶことにより、将来に対する不安を安心に変えて頂
けたらと願っています。

岐阜羽島ボランティア協会事務局
羽島市竹鼻町狐穴 719-1
TEL（058）393-0751 （担当：折戸）

ボランティアセンターでは、ボランティアの受け入れや対応はもちろん、福祉イベントの実施、障がい福祉に関
する研修、学習会の企画運営などを行っています。障がい児者との交流や学習の機会を通して、地域の方々の障が
いへの気づきや理解を深め、障がい児者が安心して暮らせるまちづくりを目指しています。

☆事業所アンケートご協力のお願い
今秋、ボランティア協会の各事業所（生活介護、就労、児童、ホーム等）をご利用中の皆さまに、以下の目的で
アンケートを実施いたします。
目的① 災害時、ご利用者の皆さまとそのご家族の方々の安否確認を速やかに行い、避難場所の確保などに
必要な情報収集
目的② グループホームの新設や事業所の増設等の建設計画の参考にするため
ご利用中の事業所より配布いたしますので、ご協力をお願いいたします。

☆無動力歩行アシスト「aLQ（アルク）
」のご紹介
足腰が弱くなった方、階段の上り下りが辛くなってきた方など、歩行に不自由を感じている方に朗報です。
無動力歩行アシスト「aLQ（アルク）
」は、グループホーム入居者のお兄さんである名古屋工業大学の佐野明人
教授と IMASEN との共同開発により誕生した歩行支援具です。電気やモータを使わず、バネと振り子の力だけで
あなたの歩きをアシストします。軽量なので装着も簡単。ネットでも購入できる「aLQ（アルク）
」に今、注目が
集まっています。購入希望の方は、下記までお問合せください。

無動力歩行アシスト aLQ（ｱﾙｸ）
・両脚用（左右の脚どちらにも使用できます） ・製造販売元：
（株）今仙電機製作所
・フリーサイズ（長さ調整可能）

TEL 0120－80－2721

・定価：49,680 円（税込）

※amazon でも購入できます。

☆マサイ族が岐阜にやってきます！

アルクを装着した様子

この度、遠く離れたケニアからマサイ族の夫婦が来日。岐阜で講演会が開催されます。大自然で生きるマサイの
人々の暮らしや文化に触れてみませんか。ご興味のある方はお出かけください。※申し込みは不要です。
日時：10 月 24 日（火）18：00 開場 18：15 開演（20：00 終演）
場所：メディアコスモス みんなのホール

参加費：無料
10

かみなり村だより No．42

★児童デイサービスかみなりくん＆かみなり村北館
児童発達支援／放課後等デイサービス

かみなり村本館

Tel（058）393-2608

かみなり村北館

Tel（058）372-3438

担当：加藤・山口

かみなりくんの夏やすみ
今夏かみなり村でかなり大きめのプールを購入しました。別売りの
梯子をかけて登らなければならないほどで、深さも十分です。庭のぶ
どう棚下に設置し、屋根にはよしずをしき詰めて影を作り、水の還流
装置を設置し、定時に消毒するなど、本格的です。
ちょうど良い加減の大きさで、水の大好きな子も少し苦手だった子
も、十分楽しむことができました。普段は一人でお絵かきや読書を楽
しんでいる A さんが、仲間に目を向け、挙手して遊びを提案し、みん
なはそれを素直に受け入れ、2 チームに分かれて水かけっこを満喫し
ました。顔に水がかかることを極度に気にして、絶えず手で拭ってい

プールあそびの様子

た B くんが、いつの間にか平気で顔をつけるようになったり、仲間を見習ってバタ足など新しいことができる
ようになったり、まじめな印象の C くんがひょうきんな動きをしてうけを狙うなど…水でいっぱいの適度に狭
い空間は、互いを意識し、真似し合い、影響し合って共感関係、人間関係を結ぶ一助になりました。

★喫茶体験
7 月 25 日、児童デイのスタッフ K さんが揖斐川町黒田に、
「リライフ」という喫茶店をオープンしました。
早速みんなで出かけました。メニューを見て、400 円までのものをチェックし、注文を聞いてメモする係、
注文する係、人数を確認する係、お店の人に注文をする係、支払う係など役割分担を決め、喫茶体験を十分
楽しむことができました。

★歴史博物館（岐阜公園）
博物館では、武士や姫などの着物を試着できるコーナーがあり
ます。どんな着物を着たいかを尋ねられ、それぞれ好きな衣装を
選んで試着しました。

★うかいミュージアム
鵜飼船やかがり火、鵜などの大道具小道具が設置され、光と映像
を駆使して、鵜飼の疑似体験ができるコーナーがあります。有名な
芭蕉の『おもしろうて やがて哀しき 鵜舟かな』の句に触れ、E
くんは、「うーん、これは○○の詩みたいやなあ」と中国の漢詩の
衣装を着て写真撮影

作者名を言ったので、感心しました。
これまでおなじみの、百年公園、月見の里や、池田温泉の足湯、

三城プール、下水道科学館、砂防ダム、三川公園などにも足しげく通いました。
今年はお出かけの範囲が広がり、内容も豊かになりました。この夏も村での遊びやお出かけなどを通して、
それぞれの成長が感じられた 1 か月余りでした。
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★子育てひろばかみなりくん

対 象：乳幼児（未就園児）とその保護者

地域子育て支援拠点支援事業

開催日：毎週月～金曜日 9：30～14：30
休 み：土・日・祝日、夏季・冬季休み
担 当：加藤・川島・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。
毎日暑い日が続いていましたが、最近では朝晩めっきり涼しくなり、日中の日差しもいくらか和らいで
きて気持ちよく過ごせる季節になってきました。

[野菜のはんこ押しあそび]
子育てひろばでは毎月一回「作ってあそぼう」を行っています。
今回は「野菜のはんこ押しあそび」をしました。
野菜は身近に採れた物で、子供たちがよく知っ
筆でかくよ。

ている野菜を選びました。オクラ、ピーマン、
レンコン、ゴーヤなどです。赤、黄、青、緑色の

アクリル絵の具を使いました。野菜に絵の具を付けて布のかばんに押すと、オクラはかわいいお花の形に
なり、レンコンは穴が一杯開いていて、とてもおもしろい形になりました。子供たちはそんな形に興味を
持ったようで、絵の具の付いた野菜を手に持って「ポーン、ポーン」とつぶやいたり、「ぺったん、ぺっ
たん・・」と口で言いながら布に押したり、中には「ピーマン！」、
「こんどは、レンコン！」と元気な声
で催促する子もいました。
また絵の具の付いた筆で好きなように描いたら、ステキなかばんになり、喜んでいる子がいました。
でも中には手に絵の具が付いたら、気になって途中でやめてしまう子などもいて、いろいろな子どもの
姿が見られました。出来上がったかばんを腕に掛けてうれしそうに帰って行く子どもの姿がありました。
毎月いろいろな物を作っていますので、皆様、是非遊びに来てくださいね。

ぺったん、ぺったん
オクラだよ。

完成で～す。
かわいい❤

【健康と生活】
涼しくなったり、暑くなったり、気温の変化が著しく体調を崩しやすい季節です。また空気が乾燥し
てくると風邪などが流行し始めますので、手洗い、うがいを丁寧に行い風邪を予防していきましょう。
4 月から半年がたち、子どもたちは自分でできる身の回りのことも少しずつ増えてきていると思いま
す。これからも子どもたちの様子を見守りながら、やる気を高めていきたいですね。
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かみなり村だより No．42

11 月の行事予定
日にち

行事予定

日にち

16（木）

行事予定

2（木）

不思議な砂であそぼう（室内）

7（火）

手づくり絵本のうたあそび

20（月）

クリスマスツリーの飾り付け

9（木）

はじめてのキッズ☆ダンス

21（火）

楽しいリトミック

10（金）

布絵本あそび

24（金）

ボールプールあそび

13（月）

17（金）

スキンシップたいむ②

27（月）

～マミー＆ベビー～

14（火）

やさしい英語であそぼう

28（火）

15（水）

子育て交流会（※場所は本館）

30（木）

作ってあそぼう

スキンシップたいむ③
～マミー＆ベビー～
やさしい英語であそぼう
11 月生まれのお誕生日会
リズムあそび

・行事は 10：30～11：00 に行います。それ以外の時間も自由に遊んでいただけます。
・行事のない日は自由あそび（9：30～14：30）です。
・行事は都合により変更になることがあります。

★おもちゃ図書館 かみなりくん
実施日時：毎月第１金曜日 10 時～12 時
「お料理ごっこ」は制作継続中です。子どもたちにとって「お料理
ごっこあそび」はもっとも楽しい遊びの一つです。まずはおもちゃ
で練習しましょう。野菜を切る時は野菜を片方の手でしっかり押さ
えて片方の手で包丁を持って押して切りましょう。中身に固めの厚
紙が入れてあるので、カットしやすく工夫されていますよ。
出来上がりを楽しみにしています。

じゃがいもと
レモンだよ。

★子育てひろば 障がい児親子の月別利用数（組）

中に入れる綿を多くしたり、切り口に固めの厚紙を入れてカットしやすく
子育てひろばかみなり
そのうち、
したり、と工夫されています。出来上がりが楽しみですね。
月
利用組数
くんには、障がいの有無
障がい児親子の組数

6月

190 組

39 組

7月

242 組

48 組

8月

140 組

40 組

にかかわらず、毎回たく
さんの親子が遊びに来て
います。
お気軽にお越しください。
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かみなり村だより No．42
羽島市正木町坂丸二丁目 95 番地

★子どもサポートセンターかみなりくん

Tel（058）391-1228 Fax（058）394-0113
E-mail：kosapo.kaminari＠volavola.org

日に日に涼しくなり、風邪やインフルエンザの流行する季節が近づいてきました。
病児保育室かみなりくんでは、咳などがなくても感染予防のため、マスクの着用をお願いしています。
2，3 枚はご持参くださるようお願いいたします。

★病児保育室かみなりくん
昨年度に引き続き、羽島市内では市内在住の多子世帯（※1）のお子さんが、病児保育室かみなりくん
をご利用された際の利用料が免除されます。該当される方は、手続きが必要ですので下記までお問い合わ
せください。
※1 多子世帯とは…出生から 18 歳に達する日以後の 3 月 31 日までの間にある児童 3 人以上を
現に扶養する世帯です。
【問合せ先】 病児保育室かみなりくん
羽島市健幸福祉部子ども支援課子育て支援係

Tel（058）392-1111（内線 2522）

【お知らせ】 この度、ボランティア協会のＨＰが刷新され、ＨＰからも登録済みの会員向けに
「医師連絡票」と「利用連絡票」がプリントアウトできるようになりましたので、ご利用下さい。

★はしま広域ファミリー・サポート・センター
～「地域で支える」子育てサポーター研修

開催いたしました！！～

去る 8 月 31 日、9 月 5 日、8 日、11 日に岐南町中央公民館において
「地域で支える」子育てサポーター研修を開催いたしました。
4 日間にわたる研修でしたが、熱心に参加していただき、有意義な
研修となりました。
次回は「スキルアップ研修」として「救命救急法」を学ぶ予定です。
ぜひご参加ください。

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２丁目 78 番地
Tel 058-322-6079
Fax 058-392-1050
E-mail：aloha.roba＠volavola.org（担当 今井）

8 月 14 日、濃尾大花火の日。毎年バーベキューなどを企画してきました
が今年はロンドンバス亭を貸し切って食事会を行いました。美味しい料理
が次々運ばれてくる中、黙々と食べる人、他の入居者さんや職員とおしゃ
べりしながら食べる人と楽しみ方もそれぞれです。
食事が終わると外に出てスイカ割り。叩いてもなかなか割れないスイカ
に悪戦苦闘しながらもなんとか割れた時には拍手喝采でした。
スイカは利用者さんも職員も大好きで 2 玉のスイカがあっという間にな
くなっていましたよ。お腹がいっぱいになった頃には花火も上がり始め、
みんなで花火を眺めました。
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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
TEL ：058-372-3437
FAX ：058-392-7380
Email：moana@npo-vola.org

暑かった夏も終わり、日に日に季節が進んでいくのを感じるこの頃です。
北館では、午前中は主にお仕事、午後はレクリェーションの日を多くし、運動やゲーム、時には
おでかけも取り入れながら仲間との時間を楽しく過ごしています。
何をするにも心地よい季節になりましたね。この秋は、どんな秋になるでしょうか…
「運動の秋」「芸術の秋」それとも「食欲の秋」？？
主な予定（北館）
月曜

ダンス（ヒップホップ）

第１・３金曜

運動療法

火曜・木曜

レクリェーション・運動

第２金曜

音楽療法

第２・４火曜

ナンダ先生の英語

【みなさんの刺しゅうを紹介します！ 】
北館では刺しゅうのお仕事をしているメンバーが何人かいます。まだ商品になる前の状態ですが、
この後、刺しゅうを生かしてポーチなどの商品が作られます。そんな刺しゅうの一部を紹介します。
Ｔ.Ｔさんの作品
コツコツ作り上げました。素敵ですね。

Ｓ.Ｉさんの作品

Ｙ.Ｏさんの作品

自分で選んだ色使いが独特で

カラフルな花火みたいです。

かわいいです。

Ｔ.Ａさんの作品
商品にするだけでなく、北館の廊下にはこんなふうに

写真では分かりにくいですが、裏側にはほとんど

飾ってあります。ぜひご覧ください！

糸が出ていない細かい技の持ち主です。
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【見学に来ていただきました！】
先日、希望ヶ丘特別支援学校 PTA の方々が、かみ
なり村に見学にいらっしゃいました。
いつもの作業風景を見ていただくのですが、大勢
の人が集まるとそわそわする人が・・・。それは、
Ｋ.Ｍさん。得意なけん玉を持ってきてショーが始
まります!!

Ｋ.Ｍさんのけん玉技術は本当に素晴

らしく、次から次へと難易度の高い技が披露される
ので、皆さん足を止めて見てくださり、技が決まる
と拍手喝采でした(^^)
見学後は北館で食事をされ、本舗・北館の利用者
さんたちが作った商品を興味深く見ていただき、た
くさんご購入いただきました。
みんながコツコツ作ったものが商品になり、お客
様の手に届くのは私たち支援員にとって本当にう
れしいことです。ありがとうございました！
し

そ

【紫蘇ジュース】
もっくるの畑でしその葉が収穫できました。
本舗の利用者さんが収穫し、1 枚 1 枚ていねいに洗ってくれた葉で、しそ
ジュースを作りました。紫色がきれいで、おいしそうですね。
みんなが北館に集まる昼食時、希望される利用者さんにしそジュースをふ
るまいました。酸味も少なくとても飲みやすいです。Ｍ.Ｋさんは気に入った
様子で、何杯もおかわりしていましたよ。
期間限定、数量限定でカフェモアナのメニューにも仲間入りしました(^O^)
いやし

11 月のかみなりマーケットは通常のマーケットに加えて、オレンジリボンランとヒーリングカフェ
も同時開催です。いつもより盛りだくさんです。ホームページもご覧ください。

日時：11 月 5 日（日） 10：30～16：00

事前申し込みは不要です。

場所：かみなり村 北館

直接、お越しください。

内容： オイルセラピー ・ リラクゼーションボディケア ・ SS 健康法
アクセスバース・バディ ・ マナカードセラピー

・ まなゆい

魔法の質問カード ・ アロマメッセージハンドトリートメント
占星術アロマ ・ アロマスプレー作り体験 ・ 手相鑑定
数秘術占い ・ オラクルカードリーディング ・
16

布木製雑貨販売

かみなり村本舗

就労継続支援 B 型・就労移行支援

☎058-322-8931

担当：後藤

E-mail atelier-moccle@volavola.org

【GIFU クラフトフェア】
９月１６日から１８日の
３日間、JR 岐阜駅で行われている「GIFU クラフトフェア」
に出店してきました。
このイベントは今年で１６回目。200 近くの木工、金工、
陶芸、ガラス、アクセサリー、布や雑貨などの物作りのお
店が各地から集まって販売をしている人気のイベントで
す。
可愛らしい商品や、風変わりな商品など、とにかく色んな
お店が出店されていて、見るだけでも楽しかったです。

沢山のお客様がいらっしゃいました

ブロックルはつい夢中になってしまいますね。

今年の連休は台風１８号とともにやってきて曇天のなか
心配でしたが、それでもたくさんのお客様が来ていただき、
本舗のブースも大賑わいでした。
今回の本舗の新商品は刺繍入りの斜めがけのバッグや織
りのバッグ、小さな卓上織り機「minori」
、平面でも立体で

今年の本舗は新商品がたくさん！

も遊べるパズル「ブロックル」
「バードコール」等々。
刺繍入りのバッグやポーチは一点物なので、早い者勝ち！
ほんの一瞬先に買われてしまって残念そうにされていたお客様もいらっしゃいました。
また、木のパズル「ブロックル」は平面パズルだけでなく、立方体のパズルとしても組める優れもの！積み
木としても遊べます。小さいお客様も楽しく遊んでいました。
本舗の利用者さんも販売のお手伝いに。お客様に自分たちが手がけた商品を一生懸命セールスしていました。
「本舗の商品が売れて良かった」
「自分たちが作った商品が売れる感じが気持ち良かった」
「かみなり村本舗
をいろいろな人に紹介できた」充実した３日間となりました。
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【木と草の違い？】
木と草の違いはわかりますか？
次の３つの条件を満たしている物を樹木としています。
１．

地上部が枯死しないで、多年生育している。地下茎だけが冬を越す多年草は草木になる。

２．

幹が堅く、木質化する。

３．

形成層を持ち二次肥大成長をする。一次成長（伸長成長）は樹高や枝、根の先端が伸びていく。
二次肥大成長は形成層で細胞分裂し幹や枝などが太っていく。竹は二次肥大成長をしないから、樹
木の仲間でない。コウヤボウキのように地上部が２年ほどしか生きない樹木もある。

樹木になった実を果物といい、メロン・スイカ、イチゴなど草木に成った実は野菜に分類されます。

【本舗の畑は冬野菜の準備です。
】
夏の終わりは冬野菜の種植えの時期になります。
今回植える野菜は、大根・白菜・春菊・カブ、葱。
もうこれは鍋の材料ですね。収穫するのが待ち遠しいです。
【木のおもちゃ製作中！】
今回クラフトフェアで好評だった本舗のオリジナル商品
「ブロックル」。
平面パズルも楽しいですが、立体パズルになると難易度が UP!
脳トレに最適な商品です。
また、積み木としても楽しく、こどものおもちゃや、贈り物に

インテリアとしてもおしゃれです

と、様々な方からの購入希望があって、鋭意製作中です！
かみなり村本舗のお店で販売しております。
「ブロックル」

クリア塗装４０００円

カラー塗装４５００円

【新商品紹介】
バケツバッグは今秋のトレンド、
コロンとした可愛いフォルムが
特徴のバッグです。
織りの肩掛けバッグはさをり織
りを贅沢に使った沢山入って体
にフィットする優しいバッグで
す。刺繍バージョンもあります。
肩掛けバッグ

３５００円

バケツバッグ

２０００円～
織りの肩掛けバッグ
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バケツバッグは今秋のトレンド

【ふくふくが引っ越し】
ふくふくが坂丸 5 丁目に引っ越しします。
10 月 2 日から新しい建物に移りますが、オープンに向けて
準備を始めます。ご期待ください！

【パステルアート】
カフェ・モアナでは月に１回「パステルアート教室」が行
われています。
楽しくパステル画を描いてみませんか？
パステル教室

月１回

ドリンク込

１０００円

新しいふくふくの建物は２階建て！

【日替わりランチ】
カフェ・モアナのランチ６００円

要予約。

お待ちしております。
【手作りしそジュース】
本舗の畑で採れたしそで作りました。やさしい味でおいし
いですヨ。４００円

毎週土曜日１８：００～２２：００営業中
【ご予約承り中】
１０００円、１５００円コース（ドリンク別）
料理の内容はご相談させていただきます。

自家製燻製セットおいしいです！（ベーコン・チーズ）

Vol. 8

私たちの手のひらには、生まれる前に決めてきた「人生の地図」や「才能」
「幸運の印」が載っています！あなたの手にもあるか、探してみませんか？
これがあるあなたは、逆境や困難に負けない強い魂
を持った方です！
百握りとも言われ、本人が望めば愛もお金も地位も
名誉もつかむことが出来る、1,000 人に 1 人位の人が

『マスカケ線」

持つ強運相です！ボラ協で就労支援等の担当をして

ひらがなの「て」の形の、

いる I さんの、両方の手のひらに見つけましたよ♪

一本の線です♪徳川家康

現役時代は３つの専門学校を設立する事業を行い、
その内の１つは日本一の資格取得率を誇る学校だっ

公や、明石家さんまさん
等にもあります♪

たそうです。「まさに望めば叶う」ですね❤
クリスタル 佐織

オレンジリボンランと同時開催の「癒 ヒーリングカフェ」にて、手相・数秘術等の
鑑定をしています♪お気軽に来てくださいね❤
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NO.3

・T.G くん（高 1）
・・・1 学期は 1 日も休まず、遅刻もせずに高校に通えました！

夏休みは長期帰省をして、ゆっくり過ごしました。
・K.S くん（中 3）
・・・夏休みはもっくるでﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験をし、合計で約 53 時間がんばりました。

漢字検定、高校受験に向かって、勉強がんばっています！
・T.R ちゃん（高 3）
・・・夏休みもほぼ毎日、部活動に励みました。

これからは大学受験に向けて、がんばります！
・I.Y くん（中 3）
・・・8/31(木)に新しいお友達がゴロゴロくんに入りました！

絵がとっても上手な男の子です。みんなで仲良くしていきたいです(*^▽^*)
・T.S くん（高 1）
・・・9/11(月)にもう一人、新しいお友達が来ました！

水泳が得意な男の子です。なんでも食べてくれるのでｽﾀｯﾌ大感激☆彡

～R ちゃん～

👈一人で浴衣を着ました！
花火大会のために

とっても似合ってます♪

～ゴロゴロスタッフの愛情たっぷりご飯をご紹介～
～卍（まんじ）ポーズ～
最近、このポーズが

👉

中・高生の間で流行って
いるらしいです(ﾟДﾟ;)

◆8/28(月)～8/31(木)まで、子育て短期で 5 歳の男の子がゴロゴロで生活をしました(*^^*)
◇8 月に子どもたち待望のパソコンが設置！早速 YouTube を見たりして、使いこなしています！
◆ゴロゴロくんに新しい仲間が 2 人増えました！ゴロゴロくんがさらに明るくなりそうですね♪
＊ゴロゴロくんに寄付をいただいた方＊（H29 年 7 月～9 月）
＜寄付品＞（順不同・敬称略）

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。

竹中智子,新間善恵,味岡和子,ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ,森知子,井戸秀樹 ,その他匿名多数
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お

は

な

自立援助ホーム

№９

ホーム長 味岡
― Ohana とはハワイ語で家族・仲間の意味です －

ＢＢＱパーティーを開催しました！
８月５日（土）に、毎年恒例のＯｈａｎａの家 BBQ パーティ
ーを開催しました！今年は約３０名の参加で、多くの方が参加
してくださり、楽しい BBQ パーティーになりました。退居した
子どもたちの中には、夫や子ども、付き合っている男性を連れ
て参加する子もいました。また、普段お世話になっている関係
者の方々も、お忙しい中、足を運んでくださいました。
暑い中、一松の社長 高木さんと
息子さんのお二人が、たくさんの
お肉を焼いてくださいました。
とっても美味しいお肉にみんな
大喜び！毎年本当にありがとうご
ざいます。
T.R さん作

リアルドラえもん

来年も BBQ 来るね！と言い、お米などをお土産にたくさん
持って帰途に着きました。来年６月に退居予定の子どもから
は「私は来年退居するけど、来年も OG として参加するね！」
との言葉もあり、退居した後も Ohana に顔を出しに来てくれ
ることを嬉しく思いました。
ご参加いただいた方々、元気な姿を見せてくれたみなさん、
本当にありがとうございました。

Ohana 基金への寄付のお願い

Ohana に寄付をいただいた方
（Ｈ29 年 6 月～9 月）

＜寄付金＞

(順不同・敬称略)

㈱一松、丹羽いずみ、井戸秀樹、味岡和子、
浅井信一、国田賢次、金尾恭子、その他匿名
＜寄付品＞
㈱一松、㈱トーヨー、三輪浩久、鍬田逸雄、
河合依子、井村まゆみ、和田誠、浅野ガラス、

現在入居している 15～19 歳の子どもたちのほとん
どが家族や近親者の援助がありません。この先誰がど
のように生活や身元の保証をするかなど、多くの問題
を抱えています。
そこで、子どもたちの様々な緊急時対応の資金援助
として「Ohana 基金」を創設し、ご協力をお願いして
います。ぜひご支援いただきますよう、心よりお願い
申し上げます。

伊藤知子、松本誠一、林多美、

◎賛助会費
◎寄付金

後藤静子、岩田巌、その他匿名

口座番号
口座名義

大学に通う N.S 作

マリオ
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個人３千円／1 口 団体 1 万円／1 口
金額に定めはありません。
大垣共立銀行 羽島支店（店番０１２）
普通預金 １１２６３９１
社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会
理事長 川合宗次

GH 健康促進住宅
羽島市下中町城屋敷 226-1 2 号棟
058-322-2918 (担当:渡邉)

共同生活援助／短期入所

暑い夏が過ぎ、秋風が心地よい季節になりました。秋と言えば運動の秋・食欲の秋ですね。ＧＨ健康
促進では、6 月から食事改善会議を設け、医療からイエローカードをもらった方の事も配慮し、また利
用者さんからの声も取り入れて調理法を工夫して、利用者さんに美味しく満足してもらえるメニューを
考えています。検査数値を正常に戻すため、また体重の減量のため、毎日始めたウオーキングは、今は
数人で 30 分ほど楽しく行っています。体力つくり・疾病予防・・・その方にあった個別支援で病気に負
けない体つくりを目指しています。
利用者さんの「みんなの会」で要望が出た外出やイベントなど楽しい活動も
取り入れています。
＝ お問い合わせ先 ＝
TEL：058-322-5066(24 時間)

FAX：058-398-8523

Email：lala@volavola.org

担当：寺町

こんにちは。Lala の部屋です！今回は昨年度から始まった取り組みである「キャリアカウンセラー
による施設入所児童等自立支援プログラム研修会」について紹介したいと思います。

【キャリアカウンセラーによる施設入所児童等自立支援プログラム研修会】
この研修会は、施設退所者の離職率が高く支援を要する状況にあることから始まっています。岐阜県の
子ども家庭課と Lala の部屋が共催で行っています。主に入所中の高校生を対象として、県内の児童養護
施設から参加者を募り、年に２回の開催となっています。内容としては専門的なキャリアカウンセラーの
方からの、金銭管理や生活上の知識（詐欺防止、SNS との付き合い方など）の講義。先輩（施設出身者で
就業中の方）の体験談（社会生活において困ったことや、施設にいる間に準備しておくべきことなど）を
聞き、交流をする機会。このような２部構成になっています。
昨年の研修会は 20 名以上の方が参加されました。施設の退所を控えこれからの社会生活に向けて、そ
れぞれの想いを込めながら真剣に臨んでいました。みなさん初めて会う方同士で緊張しながらも、だんだ
んとうちとけていく様子も見られました。児童養護施設のようにたくさんの人たちに囲まれながら育って
きた方たちにとって、退所後の一人暮らしというのはとても寂しいものでもあります。就職や一人暮らし
など初めてのことばかりですが、これからの社会生活を存分に楽しんでいただきたいです。
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、是非ともご連絡ください。お待ちしております。
【協力企業さんの募集】自立のために、子どもたちが働く職場を探しています。
(アルバイト含む)ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
【お願い】子どもたちが毎日使う、洗濯洗剤・台所用洗剤・掃除用品・タオルなどの

生活用品の寄付をどうぞよろしくお願いいたします。
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私たちは、岐阜羽島ボランティア協会を応援します！！

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

吉 田 接 骨 院

羽島市竹鼻町飯柄982-2
ＴＥＬ (058) 392-8966

奥住・芝田会計事務所
奥住 信治
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
公認会計士・税理士

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

損保Ｊ日本興亜・損保Ｊ日本興亜ひまわり生命・メットライフ生命

〒500-8268 岐阜市茜部菱野 1-19
ＴＥＬ０５８-２１３－８４６６
ＦＡＸ０５８-２１３－６７９９

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

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

屋

この枠の広告を 20,000 円で募集！！

羽島市正木町須賀赤松290

年間通して 4 回掲載します

☎(058)392-1018／Ⓕ392-1214
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11 月

5 日（日） オレンジリボンラン

平成 29 年 6 月 22 日 ～ 平成 29 年 9 月 20 日まで

かみなりマーケット

ＮＰＯ 寄付金

17 日（金） 障がい児者ガイドヘルパー

新間善恵

養成研修 開講式
12 月
1月

花水仙

丹羽清美

青谷雅子

林和子

坂倉邦子 三輪壽子 伊藤房子 岩田元子
一燿会 広瀬歯科

3 日（日） かみなりマーケット

川合和美

竹中智子 今西良恵

吉川美知子 杉原真奈美 柴田登奈美 匿名 1 名

8 日（月・祝）新春のつどい

社福寄付物品

社福寄付金

ＮＰ０広告協賛

木戸脇通夫

後藤しのぶ

（有）サンエール

みなさま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・制度
では補えない活動に活用させて頂いております。

ＮＰ０賛助会費（団体）

ＮＰＯ寄付物品
岩田巌 河合依子

後藤宏美

文溪堂

ＮＰ０賛助会費（個人）
牧野元子 木村将 金尾雄孝 岩田英一 馬塲正 杉山武子
塚本アサ子 渡辺丈展 匿名 1 名

（順不同・敬称略）

～会費と寄付金のお願い～
【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】

■正

■Ｏ ｈ ａ ｎ ａ 基 金

会

■賛 助 会

員 年額 1,000 円

普通 1126391

員 個人年額 3,000 円／一口

口座名義 社会福祉法人

団体及び企業年額 10,000 円／一口
■広 告 賛 助 会 費
■一 般 寄

大垣共立銀行羽島支店

岐阜羽島ボランティア協会

年額 20,000 円（広報紙年 4 回掲載）

付

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

■一 般 寄

付 大垣共立銀行羽島支店
普通 1126362

口座名義 社会福祉法人
岐阜羽島ボランティア協会

口座名義 特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会

喫茶いなほ

（羽島市竹鼻町）

ヘアーブティックゼッピン

（羽島市堀津町）

吉田接骨院

（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）

喫茶 二条

（羽島市福寿町）

スノーヴァ羽島

（羽島市福寿町）

コメダ珈琲コスモスポーツプラザ店

（羽島市福寿町）

コスモスポーツクラブ羽島

（羽島市福寿町）

むねちゃんラーメン本店

（羽島市福寿町）

コスモボウル羽島

（羽島市福寿町）

むねちゃんラーメン神戸店

（安八郡神戸町）

こんがり家

（羽島市舟橋町）

がってんむねちゃん

ギャラリーみのり

（羽島市足近町）

広瀬歯科医院

（羽島市正木町）

美容室ル・レーブ

（羽島市正木町）

美容室 スタイルボックス

（羽島市正木町）

居酒屋 ふるさと

（羽島市小熊町）

道とん堀 羽島店

（羽島市竹鼻町）

マリオン 羽島インター北店

（羽島市舟橋町）

まんよう

（羽島市竹鼻町）

回転寿司 鮮

（羽島市足近町）

花水仙

（羽島市正木町）

(岐阜市神田町）

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
http://www.volavola.org Ｅmail info@volavola.org
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