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児童デイ 作

地域共生社会づくり
自治体では、少子高齢化・人口減、住民の安心安全への対策など地域性を考慮しながら取り組んでいます。
一方、国からは「我が事・丸ごと」地域共生社会づくりの実現に向けての改革が始まっています。
「地域共生社
会の目指すもの」って？・・・
『制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」
「受け手」という関係を越えて、地
域住民や多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を越えて「丸ごと」つながる
ことで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域とともに創っていく社会を目指すものである』厚労省「我
が事・丸ごと」地域共生社会実現本部より・・・もともと日本では古来から「結」
「講」など地域や人のつなが
りを大切にし、地域を守っていく文化がありましたが、ついに国も地方に「丸ごと」いや「丸投げ」改革をし
てきたのか？と思う方も見えるかもしれません。しかし、暮らしから政治、人にかかわるものすべては本来、
住民が主役であり、住民自らが自分たちのことを考え行動するのは当たり前のことなのです。子ども・子育て、
障がい・高齢、生活困窮、更生支援・・・地域の課題は山積みですが「私たちの地域・人は、私たち自ら守っ
ていく。
」それって、ボラ協のＮＰＯ法人からの理念と同じなんだなーと考えています。これからの活き活きと
した地域づくりは、自治体の財政基盤よりも地域住民の意識の差で大きく違ってきます。協会では「地域共生
社会」づくりをこれからも推し進めていけたらと思っています。
岐阜羽島ボランティア協会 川合宗次
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地域まるごと共生社会に向けて
地域の課題は複雑化しています。子どもの障がいの相談で自宅訪問したら親本人も高齢で
介護が必要であったり、何もサービスを受けられずさらに生活困窮であったり、高年齢の子
どもが引きこもっていたり。制度や福祉サービスに当てはまらないケースも多く見受けられ
ます。また逆にもっと早く福祉につながっていれば悲惨な事件に至らなかったのではないか
と思うようなケースも多々あります。しかし、今までの縦割り社会・縦割り制度の中では「担
当が違います。
」
「その件なら○○へお願いします。」いろんな窓口をたらい回しにされ、不信
感しか残らず、最終的にはあきらめるしかない。結局「他人事なんだなー」と。財政豊かな自
治体がいろいろなサービス提供体制をとったとしても、地域住民が他人事だと見向きもせず
放置していたら、その人を救うことはできません。巻頭でもご紹介したように「地域共生社
会」づくりに向けて、障害福祉分野に限らず様々な分野でその取り組みが始まっています。
社会的養護でも、
「新しい社会養育ビジョン」にも示されているように、「地域で子どもを育
てる」考え方、生活困窮者支援、再犯防止における出所者支援についても「地域」がキーワー
ドになっています。
ボラ協では、来年度まさに「地域」をテーマにした研修会の開催を予定しています。地域
がまるごと分け隔てなく協力し合って地域の幸せを追及する社会「地域まるごと共生社会」
をつくるためにはどうしたらよいのか？その取り組みを県内全域に広めるためにはどんな方
法があるのか？ボラ協が目指す「障がいの有無にかかわらず誰もが住みやすいまち」とは？
この壮大なテーマに取り組むための足がかりとして研修会を開催し、地域共生社会への意識
と意欲を高めたいと思います。自分たちの住むまちを住みよいまちにしたいと願う人々の想
いを受け止め、地域づくりは決して「他人事」ではないことを再確認し、ボラ協だけでなく
岐阜県、羽島市、岐阜県社協、ぎふＮＰＯセンター等他組織・機関とも連携・協働しながら進
めていきたいと考えています。
この研修会の詳しいご案内はまた改めてさせて頂きますが、現段階で決定している項目だ
け下記にご案内いたしますので、ご確認ください。

地域まるごと共生社会研修会（案）
【日程・内容】
第 1 回： 5 月 20 日（日）

事例から学ぶ① ～NPO 法人のまちづくり～
講師：NPO 法人抱撲 奥田知志 氏

第 2 回： 8 月頃

事例から学ぶ② ～行政主導型のまちづくり～

第 3 回： 10 月頃

岐阜県における地域共生社会の展望と課題

第 4 回：平成 31 年 2 月頃

身近な圏域で支える仕組みづくり

【場所】
不二羽島文化センター

※全 4 回の開催です。
日にちは初回のみ決定しています。
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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

１月～３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-

＜初めて全員でお出かけしました！＞
9/5（火）初めて全員でフラワーパーク江南に出かけまし
た。池田さんにマイクロバスの運転をお願いして総勢 40 人
での大移動です。初めての試みのため、途中で道を間違え
てしまったり、車から降りられない方が出たりとハプニン
グもありましたが、秋の花々が咲く園内をみんなで散策し
たり、おやつを食べたり…。
これまで、全員でのお出かけが実現できなかったので、
とても楽しい時間になりました。
またみんなで出かけられるといいなぁと思っています。
＜図書館展示会しました＞
今年も羽島市立図書館から作品展示のお話をもらい、
「でいあい作品展」をさせていただけることになりまし
た。パステル（花火・ハロウィン）
・書道・「ひまわり」
「秋野菜」などの作品を多数飾りました。
「今年も素敵な作品が見れた！」との言葉を多数いた
だきました。毎月みなさんが張り切って制作された作品
を多くの方に見てもらえてよかったです。
来年もお話があれば、たくさんの作品を展示させても
らいたいなぁと思っています。

＜大垣散策＞
映画「聲の形」のモデル地にもなった大垣城周辺を散策
してきました。
みんなで紅葉を見ながら、虹の橋を渡ってきました。
（橋の中ほどにはハーピアンという楽器があるんです
よ！）
水門川を泳ぐ大きな錦鯉に向かってスタッフがパンパ
ンと手を鳴らすと「餌がもらえる！」と思った鯉たちが大
群で押し寄せてくる珍事が…。
楽しい大垣散策になりました。
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＜ハロウィンパーティしました！＞
10/31 といえば「ハロウィン」です！
今年も、でいあいでは「お菓子作り」を行いました。今
回は春巻きの皮を使ったパンプキンパイです。
かぼちゃをつぶしたり、春巻きの皮で包んだり、バター
を塗ったりとみなさん楽しそうです。
かぼちゃの妖精さん（スタッフの仮装）の読み聞かせが
終了すると、みんなでおやつタイム！
利用者さんの手作りお菓子を美味しくいただきました。
今年もみんなで楽しい時間を過ごしました！

＜南濃 足湯に行きました！＞
周りの木々が黄色や赤色に染まりはじめた風景を横目に、道の駅「月見
の里」にある足湯に出かけました。
７～８人は１度に浸かれる大きさです。足を入れた瞬間は「熱い」感じ
がしますが、入れているとなかなか出られない気持ち良さがあります。
足をいれるのが怖かった方も、みんなと一緒に入るとニコニコ笑顔がこ
ぼれていました。これは病みつきになる心地よさです！

＜みとこショー＞
11/16（木）小島美登子さんをお招きし、恒例行事になりつつ
ある「みとこショー」を開催！！
美登子さんの腹話術・紙芝居・セクシートークがあったり、
利用者さんやスタッフとの楽しいやりとりがあったり…。
笑いの絶えないうちに、あっという間に１時間が過ぎてしま
いました。最後はみんなで集合写真を撮りました。みんな、と
てもいい笑顔でした！「美登子さんにまた来てもらいたい！」
の声が多数ありました。
またの訪問をお待ちしております！
（早速、美登子さんにお願いしておきました！）
（笑）
＜蓮の花＞

＜新しい仲間が増えました！＞

専養寺のご住職さまに「蓮の花」の折り方を教

でいあいの送迎をお願いしている佐藤さんです。

えていただきました。

以前はタクシーに乗ってみえたそうです。

「蓮の花」は泥水の中から美しい花を咲かせます。
「泥中の蓮」と言う言葉がありますが、汚れた環
境の中にいても、それに染まらず清く正しく生き
る姿を意味するそうです。
毎回、お話を聞きながら心の学びを

釣りと、お孫さんと温泉に行くことを楽しみにして
みえるそうです。
ご縁があって「でいあい」の仲間になっていただけ
ました。
みなさん、よろしくお願いします！

させていただいています。
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TEL 058－391－1613

土 曜 で い

FAX 058－393－1218
（担当

小川）

生活介護

☺

毎週土曜日、みんなで元気に活動中！☺

＜みんなで工作を頑張っています！＞
「土曜デイ」では、工作に力を入れて取り組んでいます。
スタッフが毎回「こんなのどうかなぁ？」「これおもしろいよ！」とアイデアを持ち寄っています。
[毛糸の帽子]
バリカムさんのモップにアイデアをもらいました。
毛糸の本数にもこだわり、きれいな帽子が出来上がる数を決めました。
トイレットペーパーの芯に毛糸の向きを揃えて通すのに根気がいりました。
まとめて結んでポンポンを作るのにも一苦労…。
1 時間ほどで完成！

早速カバンにつけてくれました。

[クリスマスリース]
平日のスタッフさんの協力もあり、たくさんの飾りを
折り紙で作ってもらえました。
好きな色のリースを自分で選び、折り紙の飾りを思い
思いの場所に貼り付けます。
これまた平日の利用者さんが採りに行ってくださった「ふうの実」に目をつけて、木の実人形を
作ります。グルーガンでリースに固定してもらうと、かわいらしいクリスマスリースの完成です！

＜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

ほのぼの旅行

０５８－３９３－０７５１

4 月 21 日（土）

来年度の「ほのぼの旅行」の日にちが上記の通り決定しました。
行き先は未定ですので、決まり次第お知らせいたします。お楽しみに。
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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

担当 鈴木（美）

《安納芋の焼き芋の販売やっています！！》
今年も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、月曜日～金曜日１０：００～1５：００、
お天気のいい日に安納芋の焼き芋を販売しています。ご来店をお待ちしています！！

《笠松矯正展の販売に行ってきました》
10/21（土）笠松刑務所で行われた「笠松矯正展」に、今年もバリカムが出店させていただきました。台風
が接近していたため雨の中の販売でしたが、社員さんのＨ．Ｈさん、Ｈ．Ｙさんも「いらっしゃいませ～五平
》
もちは、いかがですか～。
」と笑顔で接客をがんばってくれました。いつもの仕事より立っている時間も長か
ったのですが、お二人とも最後の片付けまで一生懸命やっていただいて、とても助かりました。
今回は雨の日の販売で少し肌寒かったのですが、心が温まる出来事がありました。
五平もちを 10 本お持ち帰りで注文して下さった男性がいらっしゃいました。10 本焼き
上がるまでの間に他のお客様が「２本ください。
」と言われると「お先にどうぞ。時間
はありますから。
」と何人かのお客様に譲って下さったのです。その優しいお気持ちに
私たちも、五平もちを譲っていただいたお客様も思わず「ありがとうございました。
」
と感謝の気持ちでいっぱいになりました。こんなに素敵なお客様方に出会えて、心に
残る販売になりました。最後になりましたが、笠松刑務所の関係者の皆様には貴重な
機会をいただき、ありがとうございました。

《清流園のイベントに参加しました》
11/11（土）清流園のイベントに参加しました。前日の天気予報では雨になっていたのでとても心配をして
いましたが、当日朝になると雨はあがっていて、職員・社員さん共にホッとしながら会場に向かいました。会
》
場に到着すると、やる気のあふれる表情で準備を進めてくれる頼もしい社員さんです。販売時間が近づくにつ
れ、お客様も増え、五平もちを焼いても焼いても間に合わず「まだですか？」とたずねられる事が度々で、大
変ご迷惑をおかけしました。やはり五平もちは、“看板商品”です。イベントを進行されている方から、マイ
クをお借りして社員さんが元気よく商品の紹介をしてくれて、更にバリカムのお店は盛り上がりました！！笑
途中強風で物が飛んで行ってしまったり、五平もちを焼く火が消えてしまったりと大変な場面もありました。
時折襲いかかる強風、雨、寒さにも負けず、頑張って最後まで楽しく販売ができていました。

《スポーツの秋》
11/16（木）スポーツをする機会が少ないバリカムの社員さん（一部職員も！笑）野外で過ごせるいい季節
♪♪［歩いて市民の森に行って体を動かそう！］と題したお楽しみ会を企画しました。雨が降ったり晴れた
り曇ったり朝から怪しい空模様でした。午後には太陽が出てきてくれたのですが、出発直前、またもや雨が
降ってきてしまいました。ガーン！！ 楽しみにしていた社員さんと職員達、急きょドライブをしながら紅葉
を見に行くこととなりました。雨の中の色づき始めの木々もなかなかいいものでした！
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バリカムに戻ってから、カラオケとバリカムの社員さんのほとんどの方がやった事のないラダーゲッターと
いうゲームをして楽しみました。点数をつけて順位を競い合いとても盛り上がりました。室内でもできて体を
動かすこともでき、楽しめるので昼休みなどに気軽にできるようにしていきたいと考えています。

《羽島特別支援学校に行ってきました》
12/3（日）羽島特別支援学校の学校祭で事業所紹介のコーナーで販売をさせていただきました。たくさん
の事業所のパンフレットが用意されていて、保護者の方々が熱心にご覧になっていました。販売している事業
所の職員の方に質問されている様子も見られました。色々な特別支援学校のイベントに参加させていただいて
.

いますが、各学校で工夫をされているな～と感心ました。

《２９年の振り返り》
外部の方からの新規での仕事のご依頼と相談、提案をたくさんいただける年でした。作業場所の問題や社員
さんにやっていただける作業内容であるかなど検討しなくてはいけない点もありますが、前向きに新しい仕事
を受けさせていただく方向で考えています。バリカムに対してご理解とご協力をいただき感謝しております。
今年は特に社員さんの得意な所、いい所を発揮していただき楽しんで利用してもらえるようにという事を意識
しながら、応援、支援をさせていただいたつもりです。来年もバリカム元気社社訓「みんなで元気で、バリバリ
カムカム、みんなで楽しく仕事をしましょう！」で、社員さん職員共に頑張ります。

バリカムクイズ！！
【第 1 問】現在、セブンイレブンさんの駐車場で販売している物は何でしょうか？
①里芋の煮物 ②じゃがいもの芋版

③安納芋の焼き芋 ④山芋のすりおろし

【第 2 問】バリカムで販売している焼き芋はどこ産でしょうか？
①岐阜県羽島産 ②中国産

③かみなり村（の畑）産

④鹿児島県種子島産

答えは…【第 1 問】③安納芋の焼き芋 【第 2 問】④鹿児島県種子島産

★お願い
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

・アルミ缶

・牛乳パック

紙類はひもで束ねていなくてもかまいません。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。ペットボトルキャップも随時回収し
ています。
平成 29 年 10 月～11 月に（有）海津化学ゴム様におさめたキャップは 311.18ｋｇ（133,808 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。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。
いつもバリカム元気社に対してご協力をいただきまして、ありがとうございます。資源物を持ってきて
いただきとてもありがたいのですが、バリカム内で一つ困っている事があります。それは、家庭ゴミが持
ち込まれている場合があるという事です。家庭ゴミの回収は出来ませんのでご理解をお願いいたします。
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喜楽舎

ＮＯ．５７

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。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
スタッフ一同

◇移動支援従事者養成研修が修了しました

29 年 11 月から実施した研修は 12 月 15 日に最終日を迎え、12 名の方が修了しました。この研修の講師は、
ボランティア協会のスタッフが講師をする科目が多く、初めて講師をされた方もみえました。
◎初めて講師をされた感想・・
「初めての経験で受講者さんに分かってもらえたか心配です。
テキストを何度も読んで自分では、理解したつもりでしたが人に伝える難しさを実感しました。」
受講生は、ボラ協で働く人の他に広報などで募集をみて申し込みをしていただいた方が多かった
です。受講していただくことでボラ協の活動につながり人材の確保ができますので来年度もまた、いい出会い
があるように移動支援従事者養成研修の計画をしていきたいと思います。
ボランティア協会が主催する「移動支援従事者養成研修（知的障がい者課程）
」は規程の研修内容の他に「精
神障がいの理解」
、
「身体障がいの理解」
、
「視覚障がいの理解」3 項目を独自で導入しています。今回は視覚障
がいの理解の内容をご紹介します。基本的な支援方法や視覚障がいがある場合の見え方の疑似体験をしました。
見えずらさや不自由さの違いを知
ってもらい、視覚障がいとは、すべ
て見えないだけではないことを理
解してもらいました。

目を閉じた受講者に居酒屋のメニューを代
アイマスクをした人とペアにな

読する体験をしました。代読という支援につ

り、歩行や階段の疑似体験。

いて、ただ文字を最初から読めばいいのでは

階段・段差に直角に近づき、一旦

ありません。例えばお酒を飲まないと言われ

立ち止まり、上り下りを告げる。

た利用者さんにはお酒のメニューを代読す
る必要はなく取捨選択の判断力が必要です。

◇車両のバック事故を防止する
生活サポートでは、運転者教育資料を元に「車両のバック事故を防止する」という勉強をしました。
車両のバック事故防止のために必要なことは、確実に後方の安全を確認することです。ときには車を降りて後
方の安全を確認するくらい慎重さを持つことがバック事故撲滅の近道になります。

□バックで車道に出るときは手前の歩道の安全確認を忘れない
払う

→

①歩道の歩行者や自転車にも注意を

②後方に気を取られすぎて前部を当てない ③バックモニターを過信しない

□脇道にバックで進入する際には、細心の注意を払おう
②急いでバックすると止まれない

→ ①安易に脇道を使ってＵターンしない

③背の低い障害物を見落とさない

バックする時は、走行時より少し、

気が緩んでしまいませんか？エンジンを切るまでは、運転中です！気をつけましょう。
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障がい者生活支援センターは、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

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

電話ください。
おしゃれをすることは、他人に自分を魅力的に見せるだけでなく、自分自身の気持ちを前向きにしてくれます。
みなさんユニバーサルファッションという言葉を聞いたことはありますか？体の障がいや体形、年齢にかかわらずおし
ゃれができて、誰にでも着やすくデザインされたファッション性の高い服のことです。そんなファッションを紹介する
フェスティバルがありました。当事業所ご利用の方々もモデルとして参加されました。
・肩の関節の動きが悪くなり、洋服の着脱も難しくなってきた方には・・
出来るだけ前開きの服で、身頃やアームホールを広めの服や
袖口部分からウエスト部分まで、ファスナーで開閉が出来、
スムーズに着ることが出来る服
・腰が曲がって背中が出たり洋服のシルエットが合わなくなった方・・
長めの後身頃にして背中、腰をすっぽりと包み込む服
・指先に力が入りにくい。小さなボタンが留めづらくなってきた方・・
磁石のボタン、大きめのボタン、マジックテープを利用する。
・片足立ちが出来ない、車いすを利用されている方など、ご自身でパンツの着脱が困難な方・・
後身頃を長くした深い股上着脱が容易な全開ファスナーのパンツ
・皮膚が敏感で褥瘡ができやすい方・・
縫い目で皮膚を痛めないよう、ズボンの後ろのポケットを取り外したもの
・車椅子に乗っている方・・
「車椅子に乗ったまま
車いすに座った状態のときに、裾がしわにならないようジャケット
着る着物 ユニバーサ
やシャツの丈を短くした服

ルファッション」で検索
してみてください

車椅子に乗ったまま着付けてもらいました

…などなどおしゃれなデザインで作られた色々な服がいっぱい発信されています。
疲れているときも忙しいときも、おしゃれをすることで、「今日もがんばろう」と自信が生まれることも・・・
たとえ年を重ねても、身体に困難を抱えたとしても、「おしゃれを楽しみたい」という気持ちは変わらないはずです。
いくつになっても、どんなに厳しい状況であっても、おしゃれを通じて人生を前向きに過ごせたらいいですね。
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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。

☆オレンジリボンラン 2017 が開催されました。
去る 11 月 5 日（日）かみなり村北館で「オレンジリボンラン 2017」が盛大に開催されました。児童虐待防止キャ
ンペーンの一環として行うこのイベントは、今年で 6 回目を迎え、オレンジリボン運動の趣旨に賛同したバイカーが
各地から集結しました。イベントのフィナーレを飾るバイクパレードでは、観客がオレンジ色のポンポンを持って沿
道に立ち、みんなで「STOP！子ども虐待」を呼びかけました。この日集まったバイクは 70 台。かっこいいバイクの群
衆に子どもたちも大喜びでした。ありがとうございました。
一方かみなり村本館では、11 月のかみなりマーケットを同時開催。スペシャルゲストに ZipFM ミュージックナビゲ
ーターのジェイムス・ヘイブンスさんを迎え、菓子まきにご協力頂きました。ジェイムスさんが登場するなり、お客
さんは大興奮。会場も一気に盛り上がりました。

菓子まきの様子

バイクパレード

☆ハーレーサンタがやってきた！
クリスマス迫る 12 月 17 日（日）
、かみなり村に※ハーレーサンタ岐阜
の一行がやって来ました。サンタクロースが来ると聞いて朝からドキドキ
ワクワク。トナカイとそりではなく、バイクに乗って颯爽と現れたサンタ
クロースたち。初めて見る光景にびっくりしながらもプレゼントをもらっ
て大満足。普段はおとなしい利用者さんたちも、この時ばかりは自然と笑
顔がこぼれます。

ハーレーサンタ岐阜の皆さん

プレゼントとともに笑顔も届けてくれたハーレーサンタ岐阜の皆さま、
ありがとうございました。
※ハーレーサンタ岐阜とは…サンタクロースの格好をしてハーレーダビッド
ソンに乗り、子どもたちにクリスマスプレゼントを届ける社会貢献事業の
ことです。
サンタさんと記念撮影
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★ハーレーサンタ岐阜にご協賛いただいた皆さま（順不同・敬称略）
伸光製菓（株）
（緑水庵） 藤吉一郎
片桐合成（株） 浅野篤志
道家工業（株） 道家忠広
（株）ワイエスコーポレーション 中尾正邦
日野吉工業（株） 川島弘吉
（有）イブカ 井深裕司
中部パークシステム（株） 奥田隆庸
（株）昭和テック 遠藤隆司
（有）加藤ゴム製作所 加藤錦彦
名和建築 名和定信
（株）大石 石原虎倫
（有）茜部自動車 馬場昭吉
（株）大政建設 伊藤正樹
（社）ハートプレイス 古澤英樹
（株）イシュー 伊藤茂
小牧木材（株） 野澤隆正
ちりめん屋 田口太一
小川保険事務所 小川博史
和田防水 和田浩治
レーヴ 田中朱美
笠松こすもす薬局 中野美喜
（株）マルクニ 丹羽知
横山紙工（株） 横山雅彦
（有）司保険事務所 浦瀬千明

グラスロード 白木孝幸
藤村新聞店 藤村隆彦
ファンキー（タカハシゴム工業）高橋伸也
ファンキー 小野陽介
ファンキー 加藤錦彦
ファンキー 熊沢一成

国枝栄二
鈴木厚子
小澤由香利
伊藤真美
千原敏広
安田勝

アジャスト柳津 曽我勇治
内藤建築 内藤千明
（株）宣廣社 西本和巳
エッジモーターサイクルサービス 川添晴久
（株）M's 松葉始
東栄社印刷所 高橋健司
（株）コーメイ 小木曽広明
ヤマモトトータルエコ 山本幸夫
(有)加納ビジネス 洞田和宏

川島康弘
高橋弘亘
村瀬雄一郎
竹中康人
竹市和磨

(株)チュウカン 伏見章
(株)小島テント 小島基弘
(株)楽しいはんこ屋 亀丸純
マジックアイランド 廣晴昭
ＦＨＲ 市川達也
(有)善創 石川仁
MATSUBA 企画 松葉和宏
(株)ビルカン 近本仁

ありがとう
ございました。

☆映画「さとにきたらええやん」上映会のご案内
くろーばあ 85 号（2017.10 発行）でもご案内しましたが、2 月 4 日（日）に映画上映会を開催いたします。
今回取り上げる映画「さとにきたらええやん」は、実在する子ども支援施設「こどもの里」で繰り広げられる、スタッフ
と子どもたちの日常を綴ったドキュメンタリー映画です。ここには、障害の有無や国籍の違いにかかわらず、0 歳から 20
歳までの子どもたちが集い、不安や苦悩を抱えながらも懸命に生きる姿が描かれています。
家族との死別、貧困、虐待、障がいなどの理由で親が育てることができない子どもたち。また少年院、刑務所等を出所
したものの親元には戻れず再犯を繰り返してしまう子どもたち。子どもたちを取り巻く現実と子どもたちが安心して過ご
せる居場所づくりの必要性を伝えています。
映画「さとにきたらええやん」の描く世界を通して、社会的養護の必要性と重要性を理解するとともに、子どもたちの
未来のために私たちにできることは何かを考える、ボランティア活動の動機づけになればと考えています。ぜひご参加く
ださい。
【日時】2 月 4 日（日）14：00～17：00（14：00 開場 14：20 開演 16：30 終了予定）
【場所】不二羽島文化センター みのぎくホール
【定員】300 名程度
【料金】入場無料。ただし整理券が必要です。
★整理券をご希望の方は、岐阜羽島ボランティア協会 事務局までご連絡ください。
TEL（058）393-0751 FAX（058）393-1218 ボランティア協会のＨＰでもご案内しています。
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★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

かみなり村は 遊具がいっぱい！
プレイルームには大型トランポリンがあります。一人で揺れを楽しんでいる子もいますが、仲間と関わって
遊ぶ子もいます。天井から吊るした横揺れのブランコも、一人で乗る子、仲間と乗りたがる子がいます。
庭に出ると滑り台があります。繰り返し滑っている子もいますが、鬼ごっこの時は逃げ道にもなります。中
には逆走して注意される子もいます。メリーゴーランドのように回転する遊具があります。6 人乗りで、少々早
めに回しても、目を回す子がいないのは不思議です。スタッフを乗せて回してくれる子もいます。
足湯のバス（お風呂ではなく、廃車の路線バス）があります。子どもたちは、運転手になってお客さんにし
ゃべったり、お客さんになって乗り降りしたり、仲間を募ったりして、バスごっこを楽しんでいます。
かつて、子どもたちが自転車に乗って広い庭をぐるぐる走り回っていた時期もありました。事故になること
はありませんでしたが、危なっかしい感じがしたり、自転車が壊れたりしたこともあって、いつの間にか消滅
しました。カート（車）も２台あって、子どもたちは体のサイズがゆるす限り乗り回しています。
４つあるブランコのうち、２つを幼児が乗っても落ちないものにしたので、低学年の子でも利用できます。
ゆっくり持ち上げていって、急に手を離し、ジェットコースターのような遊びをすると大うけです。
築山には、トイレと入り口が 4 つもある土管のトンネルが設置され、子どもたちは四つ這いになって進んだ
り隠れたりしています。別の入り口から、
「ヤッホー」などと大きな声で言うと、びっくりして声の主を捜した
り、
「ヤッホー」と応じたりする子もいます。
築山の続きにツリーハウスらしきものが以前からありましが、年月と
ともに朽ちはじめ、大木は枯れ、寿命が来たことを示すサルノコシカケ
（漢方薬の原料のキノコ）が自生し、危険がいっぱいになってきて、進
入禁止のテープが張り巡らされ、ついには解体する羽目になりました。
変わって登場したのは、飛行機型シーソーとクライミングのできる山
（ピラミッド）です。飛行機型シーソーは操縦席、翼 2 か所、尾翼 2 か
所の合計 5 人も乗ることができ、大人気です。クライミングのできる山
は樹脂製で、ボルダリングのように足を置くところがあったり、足を乗

ピラミッド

せるためのロープが張ってあったり、中に入ることもできて一度に何人
もが乗って遊んでいます。「お城」も購入したので、来るのが待ち遠しい
です。北館には本格的なボルダリングの設備があり、人気があります。
学校でも家庭でもない（もちろん塾でもない）第３の空間で、子ども
たちは、室内遊びだけでなく、遊具を媒介にして、友人関係を築いたり
自分の世界を楽しんだり、スタッフとの関係を楽しんだりしています。

衣装を着て写真撮影
飛行機型シーソー
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★子育てひろばかみなりくん
地域子育て支援拠点支援事業

対 象：乳幼児（未就園児）とその保護者
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。
寒さが厳しくなりましたが、子どもたちは寒さに負けず庭をかけ回っています。
「寒くなったから雪ふるね？」と雪が降るのが待ち遠しいようです。

[ボールプールあそび]
「ボールプールあそび」は、子どもたちに人気があるあそびで、一月に

ママと一緒だよ。

一回行っています。大好きな「ボールプールあそび」に今回もたくさん
の親子の参加がありました。
子どもたちはボールプールの中に入って「スイ～スイ～」と泳ぐ真似
をする子やソフトブロックの上でボールを転がす子、またはその上にお
尻を乗せてママに動かしてもらい大喜びする子、ボールプールの中にダ
イビングしたりもぐったりして「キャー、キャー」と声をだしてはしゃ
ぐ子どもたちの姿がありました。中には「あかくださ～い。
」「くろくだ
さ～い。」と色を指定していっぱい集め、お店屋さんごっこに発展させて
あそぶ親子の姿も見られました。
子どもたちの中には怖がってボールの上に乗れない子や泣き出す子なども見受けられましたが、ママと
一緒なら安心して入ることができたり、お友だちが遊んでいる様子を見て自分からボールに触れようとそ
ーと手をだして笑顔になった子もいたりして、子どもたちのいろいろ変化する姿や笑顔が見ることができ
て良かったです。
ころころころ
ころがるよ～。

うわ～
おもしろい。

【健康と生活】
インフルエンザが流行する季節になりました。風邪の症状に似ていますが、子どもは重症化しやすい
ので、症状が見られたら早めに医療機関を受診しましょう。
冬の感染症を予防するため、手洗い、うがいをこまめに行い、体調が悪いときは人ごみを避け、またタ
オルの共用はさけましょう。乳児の場合はおむつ替えの際、便の処理に注意しましょう。
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2 月の行事予定
日にち

行事予定

日にち

15（木）

行事予定

1（木）

作ってあそぼう（おに）

2（金）

豆まきをしよう

20（火）

楽しいリトミック

6（火）

手づくり絵本のうたあそび

21（水）

子育て交流会

8（木）

はじめてのキッズダンス

22（木）

9（金）

ボールプールあそび

23（金）

布おもちゃあそび

12（月）

おひなさまづくり

27（火）

やさしい英語であそぼう

13（火）

やさしい英語であそぼう

16（金）

おひなさまづくり

2 月生まれの誕生日会
リズムあそび

・行事は 10：30～11：00 に行います。
・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。
ねぎは細くて堅く仕上げる為に中に入れる綿の量を調節しながら仕上げてもらうようお願いしました。
出来上がりがとても楽しみです。ボランティアさんいつもありがとうございます。
1 針、1 針

お魚、レモン、

丁寧に。

ネギの完成です。

★子育てひろば 障がい児親子の月別利用数（組）
そのうち、

月

利用組数

9 月

208 組

63 組

10 月

182 組

50 組

11 月

176 組

54 組

障がい児親子の組数

子育てひろばかみなりくんには、障がい
の有無にかかわらず、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．43
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

いよいよ風邪やインフルエンザの流行する季節の到来です。手洗い、うがい、マスクの着用などを積極的に
行い、健康管理に努めましょう。病児保育室かみなりくんでは、咳などがなくても感染防止のため、マスクの
着用をお願いしています。ご利用の際は、２、３枚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（※）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。
※多子世帯：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。
【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】 ボランティア協会ＨＰから、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。お手元になくなった際にはご利用下さい。

★はしま広域ファミリー・サポート・センター
提供会員さん向けの「子育てスキルアップ研修・救命救急法（普通救命講座Ⅲ）
」を下記の通り開催いた
します。修了書が発行される充実した内容の研修となっております。ふるってご参加ください。
【日時】

平成 30 年 1 月 26 日（金）9：00～12：00

【場所】

笠松町中央公民館 2 階学習室 （羽島郡笠松町常盤町 6 番地

【定員】

20 名（定員になり次第締め切り）

【申込】

子どもサポートセンターかみなりくん

Tel 058-391-1228

岐南町子育て支援課

Tel 058-247-1344

笠松町役場福祉子ども課

Tel 058-388-1116

グループホーム ゆうやけこやけ
共同生活援助／短期入所

【受講料】

無料

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）

11 月、毎年恒例のホーム旅行に出掛けました。行き先は牧歌の里。あいにく
の雨模様でしたがみんな元気いっぱい。バスに乗って出発！牧歌の里に到着す
るとまずは散策です。雨のため動物たちは小屋の中でお休み中にもかかわらず
ドンドン近づいて触ろうとする人もいれば、近くまでは寄って行くものの動物
が近づいてくるとさっと逃げる人もいて反応も様々でした。
「木ぼっくりミュー
ジアム」には小枝で出来たかわいい妖精が沢山。ボタンを押すと動く仕掛けに
興味津々。何度もボタンを押して眺めていました。たくさん歩いた後はみんな
でバーベキュー。山盛りのお肉や野菜もあっと言う間にお腹の中へ。その後は
お土産を買ったりソフトクリームを食べたりと思い思いに過ごしました。牧歌
の里と言えばソフトクリームなのだとか。
「寒いけど食べたい！」と言ってほお
ばっていた人も。帰りのバスの中でも元気いっぱい。あんなに食べた後なのに
まだお菓子を食べたりおしゃべりしたり、お腹も心も満たされた一日となりま
した。

Tel 058-388-3231）
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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

皆様 あけましておめでとうございます。本格的な冬がやってきましたね。外は冷たい風が吹いた
り、雨や雪の日もあったりしますが、北館の屋内はペレットストーブが大活躍で、暖かく過ごせてい
ます。でも、風邪やインフルエンザが流行する時期なので、ぬくぬくしてばかりもいられません！利
用者さんたちの体調を見ながら、体を動かす活動や、外での活動も取り入れて、寒さに負けず元気に
冬を乗り切れるように工夫していこうと思います。
かみなり村北館として事業がスタートしてから、今年３月で３周年を迎えます。利用者様とともに
ますます成長していけるよう職員一同努力いたします。本年もよろしくお願いいたします。
主な予定（北館）
・月曜
ヒップホップダンス
・火曜＆木曜 レクレーション・運動

・第 1.3 金曜
・第 2.4 火曜

運動療法
・第 2 金曜
ナンダ先生の英語

音楽療法

【ハロウィーン】
ハロウィーンの頃、１０月のある日、みんなで「カボチャのモンブラン」を作りました。カボチャは
もちろん、もっくるの畑で出来たもので、販売できない物を使わせていただきました。流行語にもなっ
た「インスタ映え」するような出来ばえで、味もＧＯＯＤでしたよ。
またある日は、ナンダ先生と仮装パーティーをしました。英語を取り混ぜながら、工作をしてハロウ
ィーンの雰囲気を味わいました。みんな楽しそうですね。

【オレンジリボンラン】
今年のオレンジリボンランも大盛況。多くのバイカーさんたちが参加してくださり、飲食コーナーあり、
ダンス発表あり、お菓子まきありと盛りだくさんでした。ダンス発表は「Ｋgirls＆boy」のメンバーが
日頃のレッスンの成果を発揮し、昨年よりグレードアップしたかっこいいダンスを披露してくれました。
オレンジリボンランパレードでは、沿道にオレンジ色のポンポンをもったお客様や利用者様、職員が並
んでバイカーさんたちを見送りました。このポンポンは、各事業所の皆さんで事前に頑張って作ったもの
で、華やかなオレンジ色の花道でパレードを彩りました。たくさんの方々に楽しんでいただき、今年も無
事に終えることができました。皆様ご協力ありがとうございました。
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【
【劇団北館発足!？】
クリスマスパーティーに向けて、北館の利用者様たちで劇を
やることになりました。題目は「白雪姫」
。
役に合わせた衣装に身を包み、本番さながらの練習です。ス
トーリーに合わせて登場、退場したり、みんなに聞こえるよう
にセリフを話したり…と見る人に内容が伝わるように演じるに
は、たくさんのハードルがあり、とても大変です。職員でナレ
ーションを入れたり、セリフを紙に書いて伝えたりと工夫もさ
れています。練習を重ねるごとにみんな徐々に大きな声で話せ
るようになったり、シーンに合わせた動きができるようになっ
たりとそれぞれに成長しています。本番はかみなり村本舗の皆
さんにも見てもらいます。さて、練習の成果はいかに??

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

【薪づくり】今年の冬も厳しい寒さが続きますね。
もっくる工房の建物は元々古い機屋だったところ
を改築して作業場として使用しています。天井が高くとても素敵な場所なの
ですが、夏は暑く、冬は寒いという問題があります。
そこで毎年大活躍するのが、薪ストーブです。もっくるで製材して出た廃
材や剪定した枝、木材を色々なところから頂いてそれを燃やして暖をとって
います。また、薪ストーブにくべるために薪をほどよい大きさにカットする
のも大切なお仕事のひとつになっています。いろんな木材、丸太や廃材もノ
コギリでガンガン切っていきます。みなさん一生懸命に作業されて、身体は
汗だくに！今年の冬ももっくるは熱いです！
【ブロックル好評販売中！】
先日紹介したブロックルですが、新しく小さいサイズも登場
しました。早速好評で予約注文が殺到！生産が追いつかないほ
どです。お求め安い値段になっております。
出産祝いや入学祝いなど贈り物にも是非、ご活用ください。
カフェ・モアナで販売しております。
ブロックルミニ カラー￥１５００
クリヤー塗装 ￥１２００
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【針葉樹と広葉樹の違い】〜イチョウはどっち？～
前号で木本と草本の違いを、紹介しましたね。今回
は樹木（木本）の針葉樹と広葉樹の違いを紹介します。
針葉樹とは、裸子植物に属す木本のことで、葉が針の
ように細長いものが多いため針葉樹と呼ばれます。裸子植物とは、胚珠がむきだ
しになった種子植物ですので、実は球果(きゅうか)をつけます。マツやスギをはじめ、多くの針葉樹
が針状の細い葉をつけたものが多く、針葉樹と呼ばれていますが、イチョウやナギなどの扁平な葉を
つける例外もあるため、葉の形状だけで判断するのは難しいといえます。
広葉樹とは、被子植物に属す木本のことで、葉が広く平たいものが多いため広葉樹と呼ばれます。
被子植物とは、胚珠(はいしゅ)が子房の中に収まった種子植物で果実になります。
外見の違いだけでなく、広葉樹には、根から樹幹を通って葉に水を主に運ぶ道管があるのに、針葉
樹には道管がなく仮道管が運んでいます。

【ふくふく工房 元気に活動中です】
毎日、ふくふくの温かい仲間たちと楽しく商品製作
を頑張っています。
カフェ・モアナでは、いつでも手に取ってご覧いた
だく事ができます。
ご購入いただいた商品の感想も是非聞かせて下さ
い。お待ちしています。
メンバーも増えてにぎやかです。

新作 刺繍ポーチ

どれもかわいい柄に仕上がりました。

この度、ボランティア協会に新しく入られたスタッフです。よろしくお願いします。
○伊藤 朋子さん

かみなり村北館

○毛利 勝紀さん
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バリカム・ゴロゴロくん

【価格改定のお知らせ】
カフェ・モアナでは、平成３０年１月より一部の商品の価格改定
（値下げ）をすることとなりました。
○ モアナブレンドコーヒー ￥３８０
○ アイスコーヒー ￥３８０
○ 紅茶 all ￥３８０
★コーヒーチケット（11 枚綴り） ￥３８００で販売いたします。
【営業時間変更のお知らせ】
営業日が変わります。月曜日から金曜日の９時～１５時、定休日は毎週土日祝日となります。
土曜日にイベントがある日は営業しています。
詳しくはかみなり村本舗のホームページをご覧ください。
毎週土曜日１８：００～２２：００営業中
【里芋コロッケ販売中！】
かみなり村の畑で採れた里芋でおいしいコロッケボールが
出来ました！！ロンドンバス亭のメニューに新登場。もっち
りとした食感が自慢の一品です。ぜひご賞味ください。
お持ち帰りをご希望の方は、1 個 30 円でご購入頂けます。

Vol. 9
私たちの手のひらは、生まれる前に決めてきた才能や使命、
幸運の印が載っている「人生の地図」です！
あなたの手にもこの印があるか、探してみませんか？
これがあるあなたは、人にとても好かれる人気者です！
さらに、好きな人が出来た時にライバルがいる場
合でも、恋の勝者になれるという、強い運を持っ
ていますよ❤ 生命線と生命線から出発している
人気線との２つがＶ字型の形をしているため、開
運未来流手相では「ビクトリー線」といいます！
この相は、でいあいのＨくんの左手に見
つけました♪過去に恋の勝者になった確
率は、なんと 8 割越えだそうです❤

『ビクトリー線」
生命線から小指の下側
に向かって伸びている
線です♪

かみなり村北館カフェモアナにて、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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クリスタル佐織

NO.4

・K.S くん（中 3）・・・ 高校受験に向けて奮闘中！
・T.R ちゃん（高 3）・・・希望していた大学に無事合格！保育士を目指して頑張ります♪
・I.Y くん（中 3）・・・高校受験、頑張るぞー！
・T.S くん（高 1）
・・・自分の夢に向かって、GO!GO!GO!
・S.A くん（小 1）
・・・11/1 に新しいお友達が来ました！すぐにｺﾞﾛｺﾞﾛの生活に慣れ、元気いっぱい♪

～Y くん作～
くろーばぁのために
ささっとその場でかいてくれました！
イラストが得意な Y くん。さすがです！

★1/2(火)、みんなでナガシマスパーランドにお出かけしました。お年玉ももらいました( ◠‿◠ )
＊ゴロゴロくんに寄付をいただいた方＊（H29 年 9 月～12 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。

ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社,辰巳ﾅﾎﾐ,味岡和子,乾武,
野々村千恵子,ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ,辻川光代,新間善恵,その他匿名多数
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(例えば：洗濯用洗剤、ﾃｨｯｼｭ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、
ｷｯﾁﾝ洗剤などの生活必需品、お菓子等)

お

は

な

自立援助ホーム

№20

ホーム長 味岡

―Ohana とはハワイ語で家族・仲間の意味です―

ディズニーに行ってきました！
11 月 28、29 日にトライアンフカンパニー辻井孝明さんの
ご招待で、子どもたち希望のディズニー旅行へ。ディズニー
に行くことが決まってから、子どもたちは仕事、学校、車校
へのやる気もアップ！辻井さんが忙しい中考えてくださった
スケジュールや届けてくれたパンフレット等を見ながら、デ
ズニー当日までをカウントダウンして待ちわびていました。
当日は、ミッキー達と写真撮影やおいしい料理を食べたり、アトラクションに乗ったりと 2 日間か
けてディズニーを楽しみました！子ども達の中には、ディズニーに行ったことがない子が２名おり、
初めて行ったディズニーに感動していました。
辻井さんの「ディズニーに行くことで夢を持ってほしい」
という思いが届いたのか、子どもたちからは「次は自分でお
金を貯めて行きたい」
、
「兄弟全員で行くことが夢になった」
、
「また辻井さんと一緒にディズニーに行きたい」等の言葉も
聞くことができました。
ディズニーから帰って来た後も辻井さんから写真やフォト
ブックが届き、子ども達もとても喜んでいました。Ohana の家
での初めての 1 泊旅行。子ども達の生涯の思い出の１ページに
なることと思います。

Ohana 基金への寄付のお願い

Ohana に寄付をいただいた方

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

（Ｈ２９年１０月～１２月）

＜寄付金＞(順不同・敬称略)

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

(株)一松高木、国田賢次、石原美容室、浅井信一、

や身元の保証をするかなど、多くの問題を抱えています。

羽島地区更生保護女子会、味岡和子

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

＜寄付品＞

「Ohana 基金」を創設し、ご協力をお願いしています。

伊藤知子、久保きみ代、井村まゆみ、岩田巌、

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。

浅野敦子、辻井孝明、小椋井香保、太田岩雄、

◎賛助会費

鍬田逸雄、井上ふみ子、杉山明美、農事組合法人

◎寄付金

金額に定めはありません。

市之枝営農組合、浅輝建築、羽島地区更生保護女

口座番号

大垣共立銀行

子会、(株)トーヨー
堀由紀子

個人３千円／1 口

普通預金

林多美
口座名義

他匿名多数

羽島支店（店番０１２）
１１２６３９１

社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会
理事長
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団体 1 万円／1 口

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

共同生活援助／短期入所

058-322-2918 (担当:渡邉)

GH 健康促進住宅では、平成 29 年中も色々なイベントがありました。
その中からいくつかイベントや外出の様子をご紹介します。
≪BBQ 大会≫ 5 月、10 月と
2 回 BBQ 大会を行いました。
利用者様が主体となって準備と
片付けを行い、みんなで楽しく
食べました。
≪大矢田神社≫11 月には、
紅葉狩り

今後も利用者様の気持ちに寄り添いながら、
みんなで様々なイベントを計画していきたいと思います。

に大矢田神社へ行きました
神社へ参拝に行きました。

＝ 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、以前から相談を受けていた 20 代の男性について、紹介したいと
思います！
職場を人間関係のトラブルにより退職し、住居の相談、仕事の相談で来所されました。
Lala の部屋への緊急宿泊には至らず、結局友人のアパートへ居候するかたちになりました。バイトをし
ながらお金を貯めていましたが金銭管理が難しく、なかなか貯まらない状況でした。12 月にやっと自立の
目途が立ち、賃貸管理会社の協力もあってアパートで独り暮らしを始めることになりました。今回は日用
品を揃えるだけの金銭的余裕がなかったので、寄付でいただいた物品を提供させていただきました。寄付
をいただいたたくさんの方々に本当に感謝です！
これから寒い時期になりますが、アパートにエアコンがないため、最後まで悩んだのが暖房器具でした。
免許はあるけど車がない…車がないと灯油を運べない…電気ヒーターを買うことでひとまず落ち着きまし
たが、これから少しずつ揃えていかないといけません。仕事を頑張って続け、生活を安定させるまで見守ら
せていただきたいと思います。
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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ご寄付ありがとうございました。
平成 29 年 9 月 20 日～平成 29 年 12 月 22 日まで
2月

ＮＰＯ 寄付金

4 日（日）かみなりマーケット

岩田元子

映画「さとにきたらええやん」上映会

4月

川合和美

奥住信治 浅野満 篠田義人

4 日（日）かみなりマーケット
下旬

空天丼

林和子

三輪壽子

坂倉邦子 伊藤房子 臼井浪子 野々村千惠子

場所：不二羽島文化センター
3月

まで

吉田接骨院

役員会・評議員会

後藤佐織

小栗道代 葛谷典夫

鳩代博美・孝子

青木繁子

宇都宮徹 匿名 2 名

1 日（日）かみなりマーケット
21 日（土）ほのぼの旅行

社福寄付金

ＮＰ０広告協賛

笠松雅之

岐阜羽島バスタクシー（株）

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（個人）

ＮＰ０賛助会費（団体）

豊田敦子

昭和建設(株)

ＮＰＯ寄付物品
岩田巌 木本茂子

成瀬直美

今井田たきゑ 白木淳子

野々村千惠子 (有)エイワンモータース ウェルハート
和田

コストコホールセール岐阜羽島倉庫店 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
員 個人年額 3,000 円／一口

普通 1126391

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

口座名義 社会福祉法人

年額 20,000 円（広報紙年 4 回掲載）

岐阜羽島ボランティア協会

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

ご寄付をいただいたお店紹介
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）

ミセルマムマム

（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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