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画：かみなり村本舗 T．N
地域共生社会を想う
かみなりくん（児童デイ）の 1 日は、子どもたちの元気なあいさつとともに始まります。かみなり
村に到着するや否やかばんも靴も放り出し、プレイルームへと突入。追いかけっこでウォーミングア
ップをすると、続々と子どもたちが帰って来て、次々と遊びに参入。終にはスタッフも巻き込んで、
館内は遊び空間へと様変わり。さっきまで仲良く遊んでいたかと思えば、些細なことで感情のぶつか
りあい、ケンカに発展。怒って騒ぎ立てる子、びっくりして泣き出す子、巻き込まれないよう逃げ出
す子、我関せずとひとり静かに読書をする子、そしてそんなパワフルな子どもたちに振り回されなが
ら奮闘するスタッフの姿。これがかみなりくんの日常です。
かみなり村で事務員として働き始めた頃は、この喧噪の中で仕事をしてもはかどるわけがなく、事
務所から様子を眺めながら、現場が落ち着いた頃を見計らって、仕事にとりかかるのが私の日常でし
た。現場スタッフと違って子どもたちと関わることの少ない私ですが、子どもたちから飛び出す名言
や大人顔負けの対応など、予想だにしない言動に出会えることはとても楽しみでした。「自分の気持ち
に正直だからこそ感情を抑えられずむき出しにしてしまう」
「自分の世界を大事にするあまり周りが見
えず孤立してしまう」「コミュニケーションが上手くとれず誤解されてしまう」純粋であるがゆえに
様々な苦悩を抱え、何度も何度も同じ経験を繰り返しながら成長を遂げていく…。その姿に感動し微
笑ましく思う一方で、私たちスタッフもまたたくさんの気づきと学びを子どもたちから得ています。
かみなりくんという小さな空間でさえ、人は仲間との関わりの中で生きていることを教えてくれて
います。同様に地域社会においても、私たちはともに助け合いながら生きています。この事実を再認
識し、障がいがあってもなくても、このまちに暮らすみんなが互いに助け合い支え合う「やさしい社
会」になるように、私たちボランティア協会の取組がその一助になればと思っています。
岐阜羽島ボランティア協会 折戸幸恵
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2020 年度 地域生活支援拠点等の整備に向けて
昨年度策定された羽島市障害者計画（2018年度～2020年度の3か年計画）では、義務化となっている
地域生活支援拠点等は2020年度までに整備予定となっています。同拠点の機能としては、①包括的な
相談機能 ②緊急時の受け入れ・対応 ③日中活動やグループホームなどの体験の機会・場の確保 ④支
援者等専門的人材の確保・養成や研修会の実施 ⑤近隣地域住民との連携および体制づくり などが示
されています。現在、県内各地の自治体ではその整備に向けて検討をしているところであり、整備済
みの自治体は恵那市のみとなっています。整備については、多様な機能を必要とするため、単一施設
での整備のほかに近隣施設の連携を条件に面的な整備も可としています。
ボラ協では、来年度かみなり村において、主に行動援護を必要とする人の共同生活援助及び短期入
所と生活介護・相談支援事業所分場の施設を建設し、2020年度より地域生活支援拠点等の面的整備と
する予定です。機能としては、前述の①から⑤の機能に加え、従来より実施してきた障がいのあるな
しにかかわらず虐待や事故等により緊急で支援を必要とする子どもやその家族の生活や住居支援、更
生支援なども実施します。また、「かみなり村」だけでは対応が困難な場合、さらに質の高いサービス
を必要とする場合などは、法人内の「健康促進住宅はしま」や「はしま福祉サポートセンター」と連
携し、迅速に対応します。

地域生活支援拠点等面的整備（2020年度）
かみなり村北館

相談・通所支援

健康促進住宅はしま
連携

かみなり村西館

居住支援
相談・通所支援

相談・居住支援

（2020.4～予定）

かみなり村

オールミックス

連携

居住支援

居住支援
（2020.4～予定）

かみなり村本館

通所支援・居住支援・子育て支援

子どもｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

子育て支援

連携

相談・通所支援・居宅支援

はしま福祉サポートセンター

かみなり村本舗

関係機関
市町村、学校、保健センター、
子相、相談支援事業所、通所施設、

がっちり荘・ちゃっかり荘

居住支援

児童養護施設等、自治会、家裁

通所支援
ゴロゴロくん

居住支援

保護観察所、家裁、矯正施設等、
保護司、

警察署

地域生活支援拠点とは
地域生活支援拠点では、「緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所等の活用を可能とすること
により、地域における生活の安心感を担保する機能を備える」、「体験の機会の提供を通じて、施設や親
元から共同生活援助、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備する」
ことなどにより、障がい者等の地域での生活を支援することを目的として、地域の実情に応じた創意工夫
により整備し、障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することを求めています。
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TEL 058－391－1613

で い あ い

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

生活介護・就労継続支援 B 型

主な行事
毎週水曜日… 健康体操

その他、音楽を楽しむ会・季節の工作・トランプ大会・

毎週木曜日… ビデオ体操

ボウリング大会・マージャン大会・カラオケ・クイズ・

レクリエーション

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-

＜オカリーナさんが来ました！＞
でいあいと長いつきあいのオカリーナさん。
6 月に来ていただきました。
童謡あり、演歌あり、いろいろな歌を演奏し
てくださいました。
みんなも歌って楽しみました。
ありがとうございました。
またお願いします！

＜市之枝のひまわり＞
7 月下旬。ひまわりも終わりに近づいたということで、
みんなで見に行きました。
外は猛暑で、車イスの方もいらっしゃったので、車窓か
ら眺めました。
それでも一面のひまわり畑は圧巻で、みなさん感激して
みえました。
同じ方向を向いたひまわりを見ながら、まるで同じ理想
に向かうすばらしい仲間のようだと思いました。
また来年も見られるといいですね！
＜絵画 夏の風物＞
7 月の絵画では、中学生の茶華道部の方々と一
緒に、みんなの大好きな「スイカ」と夏祭りで売
っている「水風船」の絵を絵の具で描きました。
一人ひとり個性があふれていますね。
見ているだけで、とても涼しく感じました。

＜お知らせ＞
羽島市立図書館で、でいあいの利用者さんに書いていただいた作品が 10 月末日
まで展示してあります。ぜひ見に来てください！
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＜竹鼻中 お茶会＞
恒例になりつつある竹鼻中学校の茶華道部の生徒さんと
の交流会を今年も行いました。
2 回のレクリェーションで交流を深めた後、お礼にと心を
込めて一服お茶を点ててくれました。
今回の交流を通して、お互いに声をかけ合ったり、お話をし
たり、楽しいひとときを過ごしました。
「一期一会」を肌で感
じることができたと思います。

この出会いを楽しみに、そしてまた一年腕をみがいてく
ださる生徒さんの心意気を、来年も心待ちにしています。

＜お盆にお楽しみ会をしました！＞
8 月 14 日午後、お楽しみ会を開催しました。
ウクレレ隊員のスタッフ S さん、O さん、A さん、K
さんが中心となって、日ごろの練習の成果を発表しま
した。
「うみ」
「しあわせなら手をたたこう」
「心の旅」
「赤
いスイートピー」などを披露していただきました！
とても盛り上がりましたよ！！
今度はいつになるかな？ お楽しみに！！

＜夏野菜でピザを作りました！＞
「でいあい」の畑でとれたトマト・ピーマン・ナスでト
マトソースのピザを作りました。
今年は今までと違い、バジル・オレガノ等のハーブを育
て、トマトソースのスパイスとして使用しました。
利用者さんと一緒に、切ったパンの上にソースをぬり、
ピーマン・ナス・チーズを盛り付けました。
焼きあがったピザを 3 時のおやつにみなさんでいただ
きました。
笑顔でとてもおいしいと夢中で食べる人もいました。
利用者さんからも「とても楽しくピザ作りができて、ま
た参加したい」
「また楽しみにしています」との声もたく
さんいただき、大好評のうちに終わりました。
次も利用者さんを笑顔にできるよう頑張りたいです。
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土 曜 で い コーナー
☺

毎週土曜日、みんなで元気に活動中！☺

☆7～9 月の活動・・・七夕飾り作り、ぬり絵、はり絵、DVD 鑑賞、お出かけ(ひまわり見学、ハート
ピア安八、プラネタリウム見学)、散歩、ゲーム各種、カラオケ、ダンス各種、工作など
その他、やりたいことなどリクエストお待ちしています。

【今後の予定】
11 月 3 日 文化の日のため お休み
10 日 フラダンスなど
17 日 鈴木先生のダンス教室、カラオケ

★年末年始のお知らせ

24 日 北山先生のダンス教室など

12 月 29 日(土)～1 月 3 日(木)
お休み

12 月 1 日 レクリエーション、創作活動(工作)

2019 年 1 月 5 日(土) 通常通り

8 日 フラダンスなど
15 日 鈴木先生のダンス教室、カラオケ
22 日 北山先生のダンス教室など

＜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

を結成しました！
この度、岐阜羽島ボランティア協会では障がい支援
施設の利用者が中心となって、かみなり座を結成しま
した。スタッフと一緒に、毎回歌ったり踊ったり、練習
を重ねています。10 月には初公演を予定しています。
今後は、地域の施設を回って、ダンスやミニコント、
フラダンス等を織り交ぜた楽しいステージを繰り広げ
みなさんに「元気」と「笑顔」を届けたいと思ってい
ます。

※詳細は下記までお問合せください。

みなさまからの公演依頼をお待ちして

岐阜羽島ボランティア協会事務局

います。

☎
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（058）393-0751 担当：安田・折戸

お気軽にご連絡ください

☎ 0５8-391-1613
就労継続支援Ｂ型/生活介護

FAX 058-393-1218

E-mail: baribari-genki@volavola.org

担当 鈴木(み)

《愛嬌たっぷり バリカムのワッフルたち》
バリカムの定番商品のベルギーワッフル！美味しくなった事にお気付きでしょうか？
何が変わったかは、企業秘密です！（笑）是非味わいながら食べてみて下さいね。
「最近、なんだかワッフルが小さくなったんじゃない?!」とのお声を耳にする事があります。
みなさんご存知だと思いますが、バリカムのワッフルはすべて手作りです。申し訳ありませんが、気
温や湿度など気候によって、出来上がりが大きくなったり、小さくなったりしてしまいます。
形もさまざまですが、“愛嬌たっぷり、可愛いらしいワッフル”と思っていただけたら幸いです。

《おいしい飲み物でリフレッシュ》
暑い中お仕事をがんばっている社員さんと、お楽しみ会として、販売・接客の
勉強もかねて、他の施設の喫茶に行くことを企画しました。本当はバリカム全
員でそろって行きたいのですが、３０名以上が入れる所はなかなか無いため、
３日間に分けて行くことにしました。
（福）樫の木福祉会さんの喫茶「らちぇっと」、“アフタヌーン”の時間帯に
おじゃましました。バリカムの喫茶は和気あいあい、ワイワイガヤガヤ楽しい雰囲気ですが、「らち
ぇっと」は木のぬくもりの感じられる、かわいらしい落ち着きのあるお店でした。たくさんのメニュ
ーの中から、それぞれ好きな飲み物を注文しました。いつもと違った雰囲気で少し緊張しながら飲み
物がテーブルに届くのを待ちました。飲み物の他に、おいしそうなシフォンケーキとゼリーが届くと、
緊張がほぐれ、社員さんはみんな笑顔になりました(^^)

《映画会とパステル》
毎年文化センターで行われる「夏休み子ども映画会」に今年
も参加しました。「怪盗グル－のミニオン大脱走」が上映され、
楽しそうな笑い声があちらこちらから聞こえ、皆さんミニオン
ズとグル－の世界に入り込んでいたようです(^^)
午後からはでいあいで月一回行っている『パステル』をバリ
カムでも体験しました。でいあい職員の説明を聞きながら、ポ
ストカードを作りました。夏らしいヨットの型を使って描きま
した。見本そっくりに描く人、悩まずスラスラ大胆に描く人、
色選びから迷って、悩んでなかなか描けない人、個性たっぷり
に描く人、紙ではなく顔に描いてしまっている職員（笑）?!
さまざまな色や形のヨットの絵が完成しました。出来上がっ
た絵は、しばらくの間廊下に展示し、みんなで見て楽しみまし
た。
今後も楽しく取り組める工作をやっていきたいと思います。
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《今年も安納芋をよろしくお願いします！》
この夏の異常な暑さや台風などの影響が心配ですが…。今年も 10 月末には種子島
から安納芋が届く予定です。届き次第、セブンイレブン羽島竹鼻町狐穴店の駐車場、
かみなりマーケット、ありんこ店などで“安納芋の焼き芋”を販売していきます！
乞うご期待！！

《道路標識バッチ》
毎年ネクスコ中日本様から、バッチやキーホルダーを
大量に注文していただいています。ネクスコ中日本様に
ピッタリの道路標識のバッチを手作りしています。
細かい作業ですが、頑張っています！
かわいいですよ(^o^)

《秋のイベント予定》
・11 月 10 日（土） 清流フェスタ

（清流園）

・11 月 24 日（土） 第 7 回介護の日フェア「介護福祉機器展 2018」（岐阜産業会館）
社員さんと一緒に販売に行ってきます！
みなさん、是非遊びに来てくださいね～(^^)/

☆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 ・ペットボトルキャップ

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。
ペットボトルキャップも随時回収しています。平成 30 年 7 月～平成 30 年 9 月に（有）海津化学ゴム
様におさめたキャップは 445.85ｋｇ（191,716 個）でした。ご提供いただいたエコキャップは再生プラ
スチ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。
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します。

★新しいスタッフの紹介
・兼松

博之さん

・・・ どうぞよろしくお願いいたします。
支援センター
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喜楽舎

ＮＯ．６０

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。

◇喜楽舎 くろーばぁの記事 ６０ページ目に突入！！
喜楽舎を開設して１５年が経ちました。当初は、事務局スタッフ３名と登録ヘルパー７人でスタートしま
した。「喜楽舎」という事業所名も最初は、別の名前の予定でしたが多数決で決めた名前は、理事長に却下
されたため再度、別の名前を検討した結果、
「喜楽舎」いう名前になりました。知ってましたか？？？
くろーばぁもあっと言う間に６０ページ目になりました。くろーばぁは、事業所ごとに記事を掲載するこ
とになっていますが、喜楽舎を開設して最初の１年は、喜楽舎という存在は薄く、くろーばぁに掲載するこ
とを忘れられ (当時の担当は安○和○さん)、開設２年目から掲載するようになりました。
喜楽舎を開設する前は、H11.4 開始の外出サポート事業（移動困難者の移送サービス）を実施しており、
H13.10 に生活サポート事業（外出サポート事業統合･制度外の生活援助含む）を開始しました。この頃は、
障がいの方より高齢者の送迎利用の方が多くありました。H15.4 に喜楽舎開設(支援費制度)。当初、居宅介
護は、同じ居宅に毎日訪問するケースがあり、移動支援の件数はまだ少なかったです。
H17.10、外出サポート事業が、国土交通省の規程により福祉有償運送になりました。福祉有償運送に伴う
送迎の車両管理は、規程に合わせた仕組みになり、最初慣れるまでは大変だった記憶があります。H18 行動
援護が施行。H18 支援費制度から障がい者自立支援法に変わり、H23.10 には同行援護（視覚障がい者へのサ
ービス）が増えました。その後、障がい者総合支援法になりました。現在では、サービス提供時間数が増え
た事で支援員も増員し、活動しております。9 月よりサービス提供責任者が新たに 1 名増え、現在は、事務
局スタッフ６名になりました。今後、益々ご利用者様に喜んで頂けるよう努力していきたいと思います。

◇生活サポート
勉強会では、交通安全知識テスト(合図編・信号編)と出合い頭事故について資料をもとに話し合いました。
そこで交通安全知識テストを出したいと思います。次の問題に○か×で答えて下さい。※答えはページ下
問題 1.右折や左折をしようとする時は、その３秒前に合図を出す。
問題 2.赤色の灯火の点滅信号では、徐行で通過しなければならない。
さて、先日の大きな台風が上陸した時は、居宅の時間変更や送迎を延期にするなど必要な対応に追われま
した。当日は、大きな事故などもなく無事に過ぎました。翌日晴れましたが、台風のなごりで信号の向きが
傾いているのもあり、それだけ大きな台風だったことを痛感しました。いつまた大きな台風や災害が起きる
か分かりませんが、日頃から送迎だけに限らず、事前に話し合いをすることの大切さを感じました。

◇介護職員初任者研修が始まりました！！
9 月 8 日から「介護職員初任者研修」が始まりました。今年度も受講人数が少ないですが、支援学校に通
う学生さんや介護施設で働いている方が受講されています。年々、受講者人数が減り、開催の意味を考えさ
せられますが、やはり障がいのある方が介護の施設で働きたいという思いは、どの年の受講者も同じ気持ち
です。資格を取得して働くために、この研修を行う意味があるのだと思っております。また、初日の講義で
は、「ありがとう」と言われる介護職員になりましょう、と講師が受講者に激励してみえました。まだ、始
まったばかりですが受講者全員、無事に修了式を迎えられるよう頑張っていきます。
回答 1.×

右左折をしようとする地点から 30m 手前の地点に達した時です。

回答 2.×

停止位置で一時停止し安全を確認した後に進むことができます。
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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、 Ｔ Ｅ Ｌ：０５８－３９３－００９８
Ｆ Ａ Ｘ：０５８－３９３－１２１８
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
メール：shien-hashima@volavola.org
のっています。
障害のある・なしにかかわらず、子供から高齢者まで誰もが安心して生活を送ることができる共生社会は皆の目
指すところです。今回は、私たちの身の回りにあるユニバーサルデザインの考え方を取り入れた「もの」や「情報」を
紹介したいと思います。
バリアフリーとは、特定の人を対象として、すでにあるバリア（障壁）を取り除くことですが、ユニバーサ
ルデザイン（UD）とは、初めからすべての人にとって利用しやすいように考えることです。
☆ユニバーサルデザインの 7 つの原則
【原則１】
【原則２】
【原則３】
【原則４】
【原則５】
【原則６】
【原則７】

誰にでも公平に使用できること （公平性）
使う上での自由度が高いこと （自由性・柔軟性）
使い方が簡単ですぐわかること （単純性）
必要な情報がすぐ理解できること （わかりやすさ）
うっかりミスや危険につながらないデザインであること （安全性）
無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用できること （少体力）
アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること （スペースの確保）

身の回りにあるユニバーサルデザイン（UD）
☆街のなかの UD
＜自動ドア＞
車いすを利用している人だけでなく、両手に荷物を持っている人や子供を抱いている人などすべての人に便
利です。
＜多機能トイレ＞
十分なスペースに、ベビーシートなどの設備があるトイレは、乳幼児連れや車いすの人だけではなく、だれ
もが利用できます。
＜ノンステップバス＞
従来のバスよりも乗降口が低く、広くなっていて、すべての人の乗り降りが楽になっています。
＜幅の広い自動改札＞
改札口の幅が広いと、車いすを利用している人でも、スーツケースなど大きな荷物を持った人でもスムーズ
に利用できます。

☆「もの」の UD
＜点字のついたアルコール飲料（カン）＞
＜シャンプーの容器の突起＞
シャンプー容器には、突起が付いています。 缶ビールなどのアルコール飲料(カン)
これは、触っただけで同じような形をしたリ の上部には、「ビールです」の表記と点
ンスの容器と区別するためで、リンスの容器 字の突起が付いています。これは、この
にはこの突起がありません。目の不自由な人 商品はアルコール飲料であることがわか
だけでなく、頭を洗っている時など目をつむ るためで、目の見えない人や子供もジュ
っている場合にもシャンプーとリンスを区別 ースなどと区別ができるようになってい
ます。
することができます。
9

＜料金投入口の大きい自動販売機＞

＜センサー式蛇口＞

駅の券売機や飲み物の自動販売機など、コインの
投入口が大きくなっていて、商品の選択ボタンが高
い位置と低い位置の両方に設置してあります。
また、取り出し口がかがまずに楽な姿勢で商品を取
り出すことができる位置についているなど、すべて
の人に利用しやすい工夫がされています。

手を差し出しただけで水が出る
蛇口は、手に障がいのある方や
握力が弱い人でも、簡単に利用
できます。

☆情報の UD
すべての人にわかりやすく、できるだけ正確に「情報」を伝えるものです。
＜ピクトグラム＞

＜音響・時間表示信号機＞
交通施設、観光施設、商業
施設など様々な場所で使わ
れている
ピクトグラムは、海外から
の旅行者や細かい文字の見
えにくいお年寄りなどすべ
ての人が伝えたいイメージ
を一目で理解することがで
きます。

音や音声で青信号を知らせて、
視覚障がい者などが安全に横
断歩道を渡ることができます。
また、青信号までの時間を視
覚的に表示することにより、
だれにでもわかりやすくイラ
イラせずに安心して横断でき
ます。

このように私たちの身の周りには様々な UD の考え方を取り入れた「もの」や「情報」があります。
ほかにもどのようなものがあるか探してみてはいかがでしょう？

☆研修会「地域まるごと共生社会」を開催しました！
今年度シリーズで開催している研修会の第 2 回目および第 3 回目を不二
羽島文化センターにて行いました。
第 2 回目となる 8 月 11 日（土・祝）には、飛騨市長都竹淳也氏を講師
に迎え、飛騨市のまちづくりについてお話し頂きました。市長自らが現場
に赴き市民生活の実情を知ることで課題と解決策を得ること、ひとつの問
題に着目すればそこから派生していくつもの問題が見えてくること、お金
に気持ちを載せて届ければ市民が応えてくれることなど、独自の発想と手法によって成果を挙げていることを知り
ました。後半の鼎談では、NPO センター専務理事の原美智子氏とフリーランス精神保健福祉士の今井真美氏を加え、
まちづくりにおける市民協働のかたちについて議論を交わしました。地域性の違いに触れながらも行政の役割に違
いはないこと、山積する地域課題を「自分ごと」としてとらえることなど、随所に都竹市長のまちづくりへの熱意や
ふるさとへの想いがこめられていました。
第 3 回目の 8 月 25 日（土）には、相談支援専門員を務める傍ら講演・執
筆活動、調査・研究もこなし、社会福祉のプロとしてご活躍の原田和明氏を
講師に迎え、更生支援の現場から「触法障がい者・高齢者支援」についてお
話し頂きました。罪を犯す背景にはその人の抱える生きづらさがあり、生育
歴や生活環境が起因していること、適切なサービスや支援を受けられれば未
然に防げるケースが多々あることなど、司法と福祉の連携の必要性を説かれ
ました。後半のケースワークでは当法人職員の渡邉さんと桂川さんが登壇し、
支援の難しいケースを例に挙げてアドバイスを求め、原田氏から利用者との
関り方や支援のポイントなどを教わりました。両日とも、地域支援のあり方を考える貴重な機会となりました。
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【お問合せ先】
〒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）

今年の夏休みは災害レベルと言われるほどの異常な暑さで、
35 度を超える猛暑日が続きました。かみなりくん特設のプー
ルも、連日の高温警報のために気温を見ながらの活動となり
ました。子どもたちは水遊びが大好きです。かみなりくんの
プールを心待ちにしている子は、
「今日、プールある？」と
毎日尋ねてくるほどです。大垣市にある三城プールにも、数
回しか行くことができませんでした。その分下水道科学館、
一宮市歴史博物館、うかいミュージアム、岐阜県博物館、岐

プール遊びの様子

阜市科学館などあちこちの施設に出かけ、色々な体験をする
ことができました。
一方室内ではトランポリン、ボールプール、ぬりえ、カードゲーム、
パズル、貼り絵などのあそびを行いました。貼り絵は、子どもたちが
夢中になって取り組んでいる活動のひとつで、これまでに 4 つの作品
を完成させました。毎回、絵がとても上手なスタッフに下書きをして
もらい、折り紙を細かくちぎって下絵に合わせて貼っていきます。貼
り絵を始めたばかりの頃はスタッフが中心となって進めていましたが、
今では子どもたちもすっかり慣れた手つきで取り組んでいます。最新
作の「秋の味覚」は柿、洋ナシ、いもなどのかごもりで、食欲の秋を

岐阜市科学館にて

思わせるステキな作品に仕上がりました。
児童発達支援事業では、幼児用のプ
ールを用意して水遊びを行いました。
子どもたちは、プールよりも水の中で
動くおもちゃがとても気に入ったよ
うで、いつもはおとなしい子も、この
時ばかりは大はしゃぎでした。

貼り絵 ～秋の味覚～

療育の様子

連日の暑さにも負けず熱中症対策に努め、この夏休みを無事に終えることができました。色々な場所
に出かけておもしろいことや楽しいことに触れ、かみなりくんの仲間と過ごしたたくさんの楽しい思い
出とともに、子どもたちはまた少し成長しました。
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対 象：乳幼児（未就園児）とその保護者

★子育てひろばかみなりくん

開催日：毎週月～金曜日 9：30～14：30

地域子育て支援拠点支援事業

休 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。
今年の夏はとても暑い日が続きました。猛暑日も多く、外であそぶことも危険な毎日でした。ようやく
日中の日差しも和らいできて、元気にあそぶ子ども達の姿も見られるようになってきました。

[おねえさんとあそぼう]
子育てひろばでは、毎月一回「おねえさんとあそぼう」を
行っています。２人のお姉さんに大型絵本を読んでもらった
り、大きなスポンジのお家（ぷわぷわハウス）で遊んでもら
ったりしています。
「はらぺこあおむし」の大型絵本には、おねえさん手作り
“あおむしマスコット”が登場します。子ども達はおねえさ
んが動かす“あおむしマスコット”に興味津々。動きに見入
ったり、曲に合わせて体を左右に動かしたり、楽しむ子ども
達の姿が見られまました。

わぁ、あおむしだ～。

スポンジで出来た大きなお家（ぷわぷわハウス）では、お
友達と一緒にお家の中に入ったり、お家の中と外でお母さん
と「はい、どうぞ！」
「おとどけものでーす。」等とやりとり
をしたりする姿が見られました。お花屋さんや郵便屋さんご
っこをする子もいました。来月はどんなあそびをするのかな、
楽しみです！みなさま、是非あそびに来てくださいね。

☆子育てひろば 親子の月別利用組
月

利用組数数

障がい児親子
の利用組数

6月

166 組

28 組

7月

129 組

26 組

8月

72 組

48 組

誰か来ないかな？

【衣替え】衣替えの季節になりました。寒暖差も大きくなりますので、半そで、長そでを
上手に使い分け、体調管理にも気を配りたいですね。
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☆11 月の行事予定
日にち

行事予定

日にち

1（木）

不思議な砂であそぼう（室内）

20（火）

楽しいリトミック

21（水）

子育て交流会

2（金）

スキンシップたいむ
マミー＆ベビー①

行事予定

11 月生まれのお誕生日会

6（火）

布絵本あそび

22（木）

8（木）

はじめてのキッズ☆ダンス

27（火）

お姉さんとあそぼう

13（火）

手づくり絵本のうたあそび

29（木）

ボールプールであそぼう

15（木）

作ってあそぼう

30（金）

16（金）
19（月）

リズムあそび

スキンシップたいむ
マミー＆ベビー③

スキンシップたいむ

・行事は都合により変更になることがあります

マミー＆ベビー②

・行事はいずれも 10：30～行います

クリスマスツリーの飾り付け

・行事のない日は自由あそび 10：30～14：30

★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

動物パンが完成しました。ふっくら焼けたメロンパンも外せ
ません。くまパン、ぶたパン、カメパン。目と鼻はレーズンが
付いています。
「今日は何を買おうかな？」
「中には何が入って
いるのかな？」とお買い物ごっこを楽しみながら遊びます。
おいしそう。

★子どもサポートセンターかみなりくん

羽島市正木町坂丸二丁目 95 番地
Fax（058）394-0113

★病児保育室かみなりくん

Tel（058）394-0112

E-mail：kosapo.kaminari＠volavola.org

体調を崩しやすい時季です。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予防のためマスクの着用をお願いしています。ご利用時に
は、2，3 枚はご持参くださるようお願いいたします。

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育て・健幸課

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。
【お願い】

この冬もインフルエンザの流行が予想されます。ご利用の際には、インフルエンザの検査
をお願いすることがあります。ご理解、ご協力をお願いいたします。
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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

去る 8/29、8/31、9/6、9/11 の 4 日間、困っているパパ・ママを地域で支える
「ファミリーサポート提供会員養成講座」を笠松中央公民館にて開催しました。
合計時間 24 時間を超える講座でしたが、みなさんとても熱心に受講されました。
全日程を終了された方全員に登録していただくことができました。来年度は羽島
会場での開催を予定しております。ぜひご参加ください。
★ファミリー・サポート・センター事業 スキルアップ研修（公開講座）

「ハッピーリサイクルおもちゃ」 を開催しました！
この度、手づくりおもちゃ普及会代表の いまい みさ先生 を講師に
お迎えし、
「ハッピーリサイクルおもちゃ」と題して、研修会を開催し
ました。
いまいみさ先生は、折り紙を中心にリサイクル素材も活用し、身近な
材料で手軽に作れる「手づくりおもちゃ」を提案されています。各地で
講演を行いながら多数の著書も出版されており、子どもから大人まで幅広く手づくりの温かさや工作
のおもしろさを伝える活動を続けています。
今回も牛乳パックやトイレットペーパーの芯など身近な廃材を用いて素敵な作品を創り上げました。
「リサイクルおもちゃ」は、誰でも楽しみながら取り組めるので、幼稚園や保育園、福祉施設など
色々な職場で活用できると思います。みなさんも機会がありましたらチャレンジしてみてくださいね。

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 神山菜）

猛暑の夏も終わり秋の風を感じられるようになってきました。ゆうやけこやけの利用者様も暑い夏
を乗り越えました。日々の食卓にも夏野菜を使ったメニューを取り入れ、寄付していただいたスイカ
をたくさん食べました。
また、夏ならではのイベントもありました。8 月 11 日にはカレーパーティーを行いました。いつも
のカレーとは違い、ナンで食べるカレーに最初は戸惑う方もいましたが、直ぐに慣れ、おかわりもた
くさんしました。
8 月 14 日は毎年恒例の濃尾大花火でした。今年は美味しいお弁当を購入し、みん
なで食べました。食事の後はお待ちかねの花火大会。二階に上がってみんなで花火
観賞をしました。次々上がる花火に、利用者さんも職員も釘づけでした。中には花
火の音が苦手な方もいて、早々に部屋に戻る姿もありましたが、それぞれがそれぞ
れの楽しみ方が出来たのかなと思います。
17
もうすぐ秋を迎えます。10 月にはホーム旅行に出かけます。食卓には秋の食材が

並びます。日常の中で季節を楽しむ時間を作り、利用者さんはもちろん、スタッフ
も一緒に楽しんでいきたいと思っています。
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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
TEL ：058-372-3437
FAX ：058-392-7380
Email：moana@npo-vola.org

ようやく秋の風が感じられるようになってきました。
今年の夏は、本当に、本当に、暑かったですね… かみなり村北館でも、何をするにも皆さんの体
調を考えながらの暑さ対策が欠かせない毎日でした。活動場所や活動時間を変更したり、意識して
水分補給を行なったりとこれまで以上に心がけていました。
暑さは和らいだものの、1 日の気温差が大きい時期になり体調を崩しがちです。身体の不調や変化
をうまく伝えられない利用者様もいらっしゃるので、私たち支援員も注意深く見守っていこうと思
います。
主な予定（北館）
月曜

ヒップホップダンス

火・水・木曜ＰＭ

レクリェーション・運動

第１・３金曜
第２金曜

運動療法
音楽療法

お知らせ
かみなり村北館内で、比較的重度の障がいをお持ちの方々が
日中過ごしている場所があります。これまで「オールミックス」
と呼んでいる方もいましたが、グループホームと混同すること
が多いため、新しい名称にしました。
それが『コアの木』です。
「コア」とはハワイ語で「勇気・勇者」の意味を持つ言葉で、
地元ハワイでは神聖なる木として知られています。
重度の障害がありながらも困難を乗り越えて頑張っている姿
は、まさに「勇者」そのものであり、私たちはその姿に「勇
気」をもらっています。
ひとりひとりでは小さな木ですが、みんなで力を合わせる
ことで『コアの木』のように大きくて力強い、また、たくさん
の人が集ってくれる、そんな穏やかで落ち着ける場所になれ
ることを願って名付けました。
『コアの木』のスタッフも明るく、笑顔が絶えないチーム
で、日々利用者さんとも和気あいあいと過ごしています。
『コアの木』、定着するように覚えていただけるとうれしい
〈ヒップホップダンス〉

です！

毎月第２金曜日の午後は、みんなが楽しみにしている音楽療法です。毎回先生に来ていただ
き、ピアノに合わせて歌ったり、いろいろな楽器やグッズを使って体を動かしたりしながら音楽
に親しんでいます。
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８月の音楽療法では、
「南の島のハメハメハ大王」の歌をウクレレを弾きながら歌いました♪
花冠やレイを身につけて歌った皆さん、夏満開といった気分で盛り上がり、たくさんの笑顔が見
られました。

でいあい・かみなり村合同で、「かみなり座」の活動が始まり

〈かみなり座〉

ました。かみなり座のメンバーたちが今年６月頃からフラダンス
の練習をしています。北館では毎日、帰りの会の後に「リロ＆ス
ティッチ」の曲でフラダンスをするのが恒例ですが、この頃は、
かみなり座で踊る「モアナと伝説の海」の曲でも練習もしていま
す。その成果もあり、ずいぶん上達しましたよ♪
そして、とうとう１０月に初公演が決定しました!!
どんなステージが披露されるのか楽しみです。

Vol. 12
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、宝探しをしてみませんか？
探してみませんか？
これがあるあなたは、家族思いで家庭運に恵まれる方です！
頼りがいがあるタイプですので、家庭の中ではこの
線を持っている方が、男女を問わずに主導権をにぎ

『ファミリーリング」
親指の付け根の線

っていると上手くいくことでしょう♪
でいあいのメンバーＫさんの右手に見つけました！

が、くさり状になって
います♪

「家族がやっぱり一番大事だと思う！」と
言ってみえたＫさん。外で元気に働けるの
も、温かい帰る家があるから…ですね❤

11 月にかみなり村北館にて、手相・数秘術の鑑定をする予定です♪
お気軽に来てくださいね❤

クリスタル佐織

【内容】リラクゼーションボディケア、

数秘術占い、オイルセラピー、

【日時】11 月 23 日（金・祝）10：30～15：30

手相鑑定、雑貨販売、喫茶コーナー

【場所】かみなり村北館

…など他にも色々あります。
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かみなり村本舗

就労継続支援 B 型

☎058-322-8931

担当：後藤

E-mail atelier-moccle@volavola.org

【山の日フェスタぎふ】
先日 JR 岐阜駅アクティブ G において、
「山の日フェスタぎふ
2018」が開催されました。
県民一人ひとりが楽しみながら、ぎふの山や自然のことを考え
ていただく機会となるよう平成 18 年度から毎年開催されている
イベントです。県内の木に関わる業者が展示、販売、ワークショ
ップなど様々なブースがあ
り、会場は賑わっていまし
た。

木製カードスタンドが人気でした

かみなり村本舗も木工製品
の出店と電気ペンで描く「ウッドバーニング体験」を開催。夏休みもあって

家族連れなどが多く参加していただきました。みなさん初めての電気ペ
ンで、戸惑いながらも自分の名前や可愛いイラストなど描いていました。
そんな中、岐阜県のキャラクター「ミナモ」も来店！ウッドバーニング体
験していきました。とてもかわいいイラストを描いていましたよ。
他にも木で作った楽器を演奏するステージや、木のおもちゃ広場、松ぼっ
くり等を使ったワークショップなど沢山のブースが出店して盛り上がっ
た 1 日でした。
真剣な表情で電気ペンに挑戦！

【黒にんにく販売】
本舗の畑で収穫した無農薬にんにくを使って今年は本舗産「黒にん
にく」を作りました。にんにくをじっくり熟成させることで増える
といわれている黒にんにくの栄養成分には、体内の細胞の老化を食
い止めてくれるポリフェノールや、抗酸化作用に優れていて、血液
中のコレステロールを減らし、生活習慣病の予防にも効果的といわ
れている S-アリルシステイン、他にも必須アミノ酸など多く含ま
れています。
にんにく特有の臭みもなく、にんにくが苦手な方でも黒にんにくな
ら食べられるという方もいます。
かみなり村北館カフェモアナで 250 円から販売しています。一度ご
賞味ください。
【もっくるの猛暑対策】

中身は本当に真っ黒なにんにくです。

今年の夏は記録的猛暑が続いて暑かっ
たですね。
毎年もっくるでは暑さ対策に色々行ってきましたが、今年はかみなり村北館、もっくる事務所とエアコンが
置いてある部屋に避難して作業を行いました。畑の収穫作業も早朝に行い、出来るだけ外での作業は少なく
17

する方向で作業を行いました。利用者さんからも涼しい
所での作業ができるし、新鮮な場所での作業に喜んで頂
けた半面、外作業を楽しみにしている利用者さんからは、
残念がる声もありました。
しかし、暑さ対策をとったおかげで職員以外倒れること
なく無事に夏を乗り切ることが出来ました。
【冬野菜の種まき】
本舗の畑では夏野菜が終わり、冬野菜の種まきが始まり
ました。
大根、白菜、玉ねぎなど今年も沢山採れるようみんなで
頑張って育てていきます！

白菜の苗植えも慣れた手つきで頑張っています

かみなり村本舗、もっくるとふくふくは 9 月
に岐阜アクティブ G で開催されたクラフトマ
ーケットに出店しました。
今回ふくふくは、織りを中心に、バッグやポ
ーチ小物の商品を作りました。
職員と社員さんが一つになり、イベントへ向
けてものづくりをするのは、とても楽しく団
結力が強くなるのを毎回感じます。みなさん
もお時間があるときにかみなり村北館カフ
ェモアナへ織りの商品たちを見に来てくだ
織りと刺しゅうのかわいいバッグが仕上がりました。

さいね。
お待ちしてまーす！！

【紅

葉】

秋になると、落葉樹の多くの樹の
葉が赤や黄色に変わります、これを紅葉と言われています。
葉には、クロロフィルという光合成色素が含まれており、こ
れが葉を緑色に見せています。他にもカロチノイド（黄色）
が含まれており、落葉樹は秋になると両方の色素が分解され
ますが、クロロフィルの方が早く分解されるのでカロチノイドの方が目立ち黄色葉になります。赤葉は葉が
落葉するために、葉と枝との境に離層体を作ります。離層体ができると光合成でできた糖が幹に移動できず、
葉に貯まりこれに日光（紫外線）が当たるとアントシアニン（赤い色素）が生成され葉が赤色に変わってい
きます。アントシアニンが多いと綺麗な赤葉になり、少ないと赤と黄色の混ざった葉になります。綺麗な紅
葉は、晴れの日が多く・昼と夜の温度差が大きいほうが良い。
アントシアニンやカロチノイドもやがて分解されフロバフェンと呼ばれる酸化などによって、茶色い枯
葉になります。
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NO.7

・S くん（高 1）
・・・ 夏休み中もアルバイトをがんばりました！
・Y くん（高 1）
・・・子どもたちの遊び相手になってくれました♪
・M くん（高 1）
・・・ふくふくでの作業、週 3 回がんばっています♪
・A くん（小 2）・・・夏休みの宿題、宝物作りをがんばりました！
・S くん（3 歳）・・・8/1 から新しく入った 3 歳の男の子！仮面ﾗｲﾀﾞｰとﾙﾊﾟﾝﾚﾝｼﾞｬｰが大好きで、
笑顔がとってもかわいいです(*^_^*)

宿題も頑張り

皆が楽しみに

ました！

していた一泊
二日のｷｬﾝﾌﾟ！
川あそびでは、

夏休みの

岩場から飛び

ｹｰｷ作り♪

込みもしまし

＆

た♪

宝物作り♪
＊夏休みは子育て短期利用の児童が 4 名おり、日によっては子どもたちが合計 9 人になる日も！
＊7 月に海に行く予定が、なんと台風直撃・・・予定変更でﾛﾝﾄﾞﾝﾊﾞｽ亭に行き、皆で夕食を食べました(;O;)
＊8 月は「みやまｷｬﾝﾌﾟ場」にて一泊二日のｷｬﾝﾌﾟに行きました♪小雨が続いて花火はできなかったけれど、川遊び
やｻｯｶｰでたくさん遊び、BBQ では焼きそばとちょっと良いお肉を焼いて楽しみました(*´▽｀*)

＊ゴロゴロくんに寄付をいただいた方＊（H30 年 7～9 月）
＜寄付品＞（順不同・敬称略）
三宅浩,運び屋（ｻﾝﾀﾞﾙ）,りえちゃん・よしちゃん（ｹｰｷ）
佐々木正之（ﾌﾞﾄﾞｳ、梨）,匿名多数
19

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。
(例：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
№23

―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４日（土）に、毎年恒例のＯｈａｎａの家ＢＢＱ
パーティーを開催しました！とても暑い中、今年は約４
０名の方が参加してくれました。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。入居し
ている子ども達が料理の準備を手伝ってくれたおかげ
で、たくさんの料理が机に並びました。ＢＢＱまで我慢
できず、始まる前につまみ食いをしている子が多数いま
した（笑）

今年も一松の高木さんがお肉を焼いて下さり、美味しいお肉に子ども達も大喜びでした！
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

現在入居している 15～19 歳の子どもたちのほとん

（Ｈ30 年 6 月～9 月）
＜寄付金＞(順不同・敬称略)

どが家族や近親者の援助がありません。この先誰が

味岡和子、(株)一松、金尾恭子、その他匿名

どのように生活や身元の保証をするかなど、多くの

＜寄付品＞

問題を抱えています。

三輪裕司、(有)エイワンモータース、杉山明美、

そこで、子どもたちの様々な緊急時対応の資金援

鍬田逸雄、(株)キングラン、三島文吾、和田誠、

助として「Ohana 基金」を創設し、ご協力をお願いし

堀由紀子、安田和代、寺町涼、橋本麻記子、太

ています。ぜひご支援いただきますよう、心よりお願

田岩雄、小椋井香保、一柳智子、その他匿名

い申し上げます。
◎寄付金 金額に定めはありません。

ありがとうございました！

口座番号 大垣共立銀行 羽島支店（店番０１２）
普通預金 １１２６３９１
口座名義 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

20

Ｌａｌａの部屋
Ｌａｌａの部屋
イラスト
只今、アフターケア事業のリーフレット
を更新中。岐阜羽島ボランティア協会に
も、ゆかりのある「鬼」と以前 Ohana
で暮していた若者が書いてくれた「言
葉」を組み合わせて作成しています！
居住支援法人の指定を岐阜県から受け
ました。保証人の不在、未成年、仕事が決
まっていないなどの理由で、住まいを確
保することが困難な若者たちをサポート
する事業です。不動産会社・大家さん等
との連携・協力を図りながら、すみやか
に住居を確保し、その後の生活もサポー
トしていきます。Lala の部屋のアフター
ケア事業とも連携して、活動を進めてま
いります。

＝ 協力企業さま募集 ＝
子どもたちが働く職場を探しています。
ご協力よろしくお願いいたします。

7 月１５日（羽島市にて、県内の児童

＝ お問い合わせ先 ＝
TEL：058-322-5066(24 時間)

養護施設や里親家庭などで暮らす若者

FAX：058-398-8523

（高校１～３年）を対象に、自立の為の

Email：lala@volavola.org

研修を実施しました。Ohana の家に在
籍中の大学生も先輩としての話をして
くれました！！

担当：味岡・水野・吉田

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。
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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。
台風や雨の日が続いていますが、涼しく過ごしやすく
もなってきました。
GH 健康促進住宅では、
「みんなの会」で意見を出し
合い、食事やお出かけのイベントを企画しています。
今までは、たこ焼きやお好み焼き、パンケーキや
手巻き寿司など様々な企画がありました。

中でも 9 月に行ったバーベキュー
では、みんなで買い出しや準備をし、
バーベキューのあとに花火をしたり、
楽しい 1 日を過ごしました。
またやりたいイベントです！

★イベントのご案内

11 月は児童虐待防止月間です。ボランティア協会では、オレンジリボン運動啓発キャンペーンの一環
として「オレンジリボンラン」を開催し、地域住民の児童虐待防止への意識啓発を行っています。
オレンジリボン運動の趣旨に賛同したバイカーが岐阜羽島駅前に集結し、オレンジリボン運動を PR し
ます。今回は「ぎふ羽島駅前フェス 2018（旧：なまずまつり）
」会場内での開催となりますので、詳細は
羽島市商工会議所の HP をご覧ください。

【日時】

11 月 3 日（土・祝） ・ 4 日（日）
10：00～15：30

【場所】

岐阜羽島駅前 特設会場

【内容】

ハーレー、クラシックカーなどかっこいい
バイクの展示とオレンジリボングッズ販売 他

※両日ともマイクロバスで次の 3 か所をルート送迎します。
かみなり村北館 ⇔ ボラ協事務局 ⇔ 駅前フェス会場
詳しくは、ボランティア協会事務局までお問合せください。
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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

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
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

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

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

電気設備設計施工

雷

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

屋

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

梅田篤史税理士事務所
この枠の広告を 20,000 円で募集！！

税理士

年間通して 4 回掲載します

〒501-6064 羽島郡笠松町北及 1984-10
TEL（050）5218-3538 FAX（058）374-3741
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梅田篤史

ご寄付ありがとうございました。
平成 30 年 6 月 28 日～平成 30 年 9 月 20 日まで
社福寄付金

11 月 3 日（土）・4 日（日）オレンジリボンラン

金尾雄孝

※ぎふ羽島駅前フェス 2018 内イベント

奥住信治

遠藤猛

鷲見彰一

泉吉弘

青木昌久 近藤信悟 川合宗次
12 月 2 日（日）かみなりマーケット

社福寄付物品 木戸脇通夫 ㈱トマト

1 月 14 日（月・祝）新春のつどい

子ども・子育て支援基金 西田憲司
ＮＰＯ寄付物品 岩田巌 森愛代

ＮＰＯ 寄付金
佐藤ケイ子

浅野滿

奥住信治

臼井浪子

三輪壽子

宇都宮徹 坂倉邦子 伊藤房子 林和子 吉田栄紀
野々村千惠子 竹中智子 川合和美

ＮＰ０賛助会費（団体）
㈲エイワンモータース ㈱サンウエスパ ㈱セイコー

（順不同・敬称略）

㈲前澤葬儀社 昭和建設㈱ 富永電機㈱

みな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。

～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

■子ども・子育て支援基金

会

■賛 助 会

員 年額 1,000 円
員 個人年額 3,000 円／一口
団体及び企業年額 10,000 円／一口

■広 告 賛 助 会 費
■一 般 寄

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

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

大垣共立銀行羽島支店
普通 1150877
口座名義 社会福祉法人
岐阜羽島ボランティア協会
■Ｏ ｈ ａ ｎ ａ 基 金 大垣共立銀行羽島支店
普通 1126391
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
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

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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