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

画：かみなり村北館 T．T

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
居場所づくりへの取り組み
地域共生社会をテーマとした研修会は、2 月で今年度最後となります。最終回は、羽島市長松井聡
氏を囲んで私たちの住むまち「羽島市」を具体的に議論します。全 5 回の研修会を通して、同じ生
活圏のなかでともに支え合う場「地域コミュニティ」の醸成は、地域で暮らす人たちだけでなく、
生きづらさを抱えた人たちにとっても安心できる居場所となるためには欠かせないことが理解でき
ました。◆そんな「地域コミュニティ」を創るには、医療・教育・福祉・司法などの専門機関に加
え、自治会などの地縁団体、民生児童委員さんや福祉委員さんなどの見守りなど、身近な地域住民
のかかわりは欠かせません。しかし、彼らのかかわりは当事者の生活の基地である「住まい」
「居場
所」がなければ成り立ちません。◆国土交通省「住宅セーフティネット制度」の一部として 2017 年
に施行された「居住支援法人制度」は、まさにその居場所づくりの要となり得るのではないかと言
われています。ボラ協では、いち早くその法人指定を得るために一昨年から準備し、昨年 6 月岐阜
県から指定を受けました。◆国の制度として始まったばかりであること、福祉とは違う分野の活動
であること、指定を受けても居住支援に特別有利なことはないなど、相次ぐ壁に戸惑うことばかり
です。(※居住支援法人についての説明は本紙の 2 ページをご覧ください。)
いつかこの取組が生きづらさを抱える人たちにとって頼れる仕組みとなるよう邁進していきます。
今年も関係機関の皆さまのご理解とご協力を宜しくお願い致します。
岐阜羽島ボランティア協会 理事長 川合宗次
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～ 岐阜羽島ボランティア協会居住支援法人 ～
この度、６月より居住支援法人の活動をはじめました。子ども相談センター等を通じた申
し込みにより、何らかの事情で自立する上で必要な居住環境を整えることが困難な状況にある若
者、子育て家庭や障がいのある方に対して、生活安定につながる居住確保の窓口となり、相談・
紹介・入居後の訪問などのサポートを行うことにより、孤立・困窮状態に陥ることを予防するこ
とを目的としています。

対象とする方は…
①未成年（15～20歳）を理由に賃貸住宅への入居することが困難な若者。
②親・親族を頼れない状況や在籍していた児童養護施設等とも疎遠となる等、身元保証人を
用意することが困難な状況にある者。
③失業と同時に住む場所も突然失ってしまった若者（住み込み就職や社宅等への入居の場合）。
④障がいがあることを理由に入居を拒まれた者。
⑤ひとり親家庭等、就労と生活、子育てに困難さを抱えた子育て世帯。その他様々な理由に
おいて大家、不動産会社などに入居を拒まれた者。

住むところを自力で確保
できない方をサポート。
保証人がいない、頭金が用意できない方
など、賃貸アパートの契約ができない方の
の事情をふまえ、相談・紹介・案内などを
致します。

一時無料宿泊。
若者、一人親家庭など OK。
帰る実家がない複雑な事情を抱えた若者
や緊急に身を寄せる場所が必要となったひ
とり親世帯などが一時的に利用することが
できます。

県内の不動産会社と連携。
可能な限りの柔軟な対応。
国の情報提供システムからの情報取得
や協力関係にある不動産会社等との交渉
をし、居住確保に尽力します。

LINE 相談。
もちろん、電話・E メールも OK。
若者の相談に速やかに応じたり、携帯の
契約が一時的に停止している方にも
できる限りの対応をしていきます。

お問い合わせ先 Lala の部屋
TEL : 058-322-5066

FAX : 058-398-8523 Email : lala@volavola.org 担当
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吉田

～ アフターケア Lala の部屋 ～
無料職業紹介所 21-ム-300018
県内には、家庭環境の様々な理由により、両親と離れ
て暮らすことを余儀なくされている子ども達が多くい
ます。そのような子ども達は、児童養護施設、里親、フ
ァミリホーム、自立援助ホーム等で生活をしています。
長く在籍する子ども達は、幼少期から中学卒業、もしく
は高校卒業までをそこで生活し、社会に出ることにな
ります。
この度の取り組みは、そういった境遇にある子ども
達が、若者になり社会に巣立っていく際の「安心して働
くことができる場所」と「安全な住居」を確保する為、
雇用・住まい確保、生活支援の職親ネットワーク事業と
なります。

↑職親募集チラシ

専用ホームページも開設しました！！

対象となる協力依頼事業所

Lala の部屋

岐阜県とその近隣県に

Lala の部屋メインページ

本店もしくは支店を置く事業所。

「

岐阜県

対象となる若者

ララの部屋

」

で検索

児童養護施設、里親家庭、ファミリホーム、
自立援助ホーム等で暮らしていた若者
希望する雇用形態

ぎふ職親プロジェクトページ

職場体験を経て、正社員、準社員など

「

可能な限りの住居確保

岐阜

職親

」

で検索

賃貸住宅の借り上げ、社宅、社員寮など
協力連携機関

職親さんは随時募集しています！！

岐阜県、岐阜羽島ボランティア協会

Lala の部屋
Email

058-322-5066

Lala の部屋

lala@volavola.org
味岡、水野、吉田

事情があって、ボランティア協会で緊急受け入れをする子ども・若者たちの衣類が不足していま
す。男女、サイズは問いませんので、提供して頂ける衣類（※下着は新品に限ります）がありました
ら、ボランティア協会事務局（☎058-393-0751）までご連絡ください。ご協力をお願いいたします。
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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色とりどりのかわいい花を咲かせる「コスモス」は、秋の風物詩。

街中や庭先にも咲く身近な花ですが、見渡す限りのコスモス畑は
ピンク色の絨毯のようで、でいあいの利用者さんも何日かに分け
てこのステキな景色を眺めに出かけました。
「いちのえだ田園フラワーフェスタ コスモス 2018」と題して
あるのに、なぜか中にはかわいくひまわりも咲いていましたね。
１０月某日、ちょっと早いハロウィンをしました。Ｓさんからカボチャを６個
も寄付していただいたので、今年はフランス風のクリームバターポーション。
いわゆるクリームバターを、焼いたバケットに載せて食べていただきました。
あまり食べたことがないので少し不安はありましたが、予想以上に利用者さん
から高評価を頂けたので安心しました。
図書館展示
１月招き猫、６月あじさい、４月５月７月パステル画、
桜餅・七夕飾り、10 月は十五夜と利用者さんの作品を
展示して一年間の流れをまとめました。
自分の作品が飾ってあると、とても喜んでいただけ
ました。

「月見の里」の足湯に出かけました！！
春なら桜の街道になる道を走り、静かな月見の里の足湯にじっと足を浸して・・・
不思議なことに、帰りの車の中では羽根が生えた！！と思うくらい足が軽くなった
気がしてとても幸せな気分になりました。皆さんの嬉しそうな「また連れて行ってね」
という声をたくさん聞くことが出来て、スタッフ冥利につきました。

お願い

ベルマークを集めています。
ご協力をお願いします。
（切り取ってなくても構いません）
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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！☺

☆10～12 月の活動・・・
工作各種（カード入れ Ｘmas のリースなど）ぬり絵

DVD 鑑賞 散歩 ゲーム各種（トランプ オセロ

など）カラオケ ダンス各種（フラダンスなど）
その他、やりたいことなどリクエストお待ちしています。
💛 秋から冬にかけては、地域のイベントや体調不良の利用者さんが多かったので、車での外出は
できませんでした。
💛

やりたいことリクエスト、お待ちしています。

【今後の予定】
第 2(土)

2 月、3 月、4 月

フラダンスなど

第 3(土) 鈴木先生のダンス教室

季節の工作・お出かけ・

第 4(土) 北山先生のダンス教室など

レクリエーション等

＜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

かみなり座★ニュース
今年度、ダンスや歌、お笑いが大好きな利用者さんが中心となって
結成したかみなり座ですが、10 月 17 日に「愛の家」
（足近町）で初公
演を迎えました。続いて、
「愛の家」
（岐南）、
「愛の家」
（竹鼻）と訪問
し、12 月にはかみなり村北館で合同発表会を行いました。
最初に水戸黄門のテーマソングに合わせてみんなで登場。
「♪人生、
楽ありゃ苦もあるさ～」と流れると、お馴染みの曲にお客さんも一緒
に口ずさみ手拍子でお出迎え。フラダンスチームの息の合った踊りに
たくさんの拍手が送られ、黄門チームが今、巷で大流行の「ＵＳＡ」
を踊ると会場は一気にお祭りモード。終始笑いが絶えないステージに
大満足のかみなり座メンバーでした。
今後も練習を重ね、次回は 2 月頃の公演予定です。
どうぞご期待ください。
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お気軽にご連絡ください

☎ 0５8-391-1613
就労継続支援Ｂ型

FAX 058-393-1218

E-mail: baribari-genki@volavola.org

担当 鈴木(み)

安納芋のおいしい季節です！！
バリカム自慢！種子島産の安納芋！！
遠赤外線の焼き機で焼く『焼き芋』がもちろん一番おいしいのですが、安納芋本来のおいしさを生かした
スイーツをみなさんにお届けしたくてレシピを考え、社員さんとともにスイーツ作りに励んでいます！
レパートリーが徐々に増えてきていますが、その中でも『安納芋プリン』『スイートポテト』『干し芋』
が大好評です。安納芋あんがおいしい『かりんとうまんじゅう』も好評をいただいておりますが、とって
も手間がかかり、そのうえ作るたびに食感が違ってしまっていて、試行錯誤しています。
現在、安納芋スイーツ作りをやってみたいという社員さんが続出中！！（笑）安納芋スイーツの売れ行
きも気にしてくれる社員さん達です。ありがたい事です(^o^) 季節限定（安納芋がなくなり次第終了）の
安納芋スイーツの注文をお待ちしています。
消費期限は当日となっていますので、よろしくお願いします。

できたて焼き芋の販売をしています。
月～金曜日 １０:００～１５：００まで
セブンイレブン羽島竹鼻町狐穴店駐車場にて（天候によってお休みさせていた
だく場合があります。）
生芋の販売もしています。おいしい食べ方も説明しますので、気軽に声をかけ
て下さいね。

バリカム新商品！ ちゅうちゅう吸い取りマウス
変な名前ですいません^_^;
揚げ物（天ぷら、フライなど）をした後の油処理用パットです。パットの中のわたは、すべて牛乳パッ
クからできています。この商品は、かみなり村北館（生活介護）とバリカムとの共同で作成しています。
まず、かみなり村北館で牛乳パックのフィルムをはがし、その後、手でちぎっていきます。大きくちぎ
る方、中くらいまでちぎる方、さらに細かくちぎる方と、数人の利用者さんが作業してくれます。最終的
には、約５ミリ角ほどの細かさになったパルプがバリカムに届けられます。
いくつかの工程を行い、フワフワのわたにします。ハート型に縫った袋の
中にわたを詰め、詰め口を縫ったらできあがりです。ぜひ一度、使ってみ
て下さいね！！バリカムでは、どの工程も社員さんにお任せしています。
バリカムの中で人気の作業の一つです。社員さんは、新しい物に興味津々
です^_^
ご家庭の倉庫の中で眠っているミキサーはありませんか？『ちゅうちゅ
う吸い取りパット』のわたを作るために必要です。寄付していただけると
ありがたいです。
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和気あいあい 楽しい♪ランチタイム
今までバリカムでは、同じ方向に並べられた席に座り仲間の後ろ姿を見ながらお昼ご飯を食べていまし
た。社員さんから、お昼ご飯の時間が「いや！」「イライラする！」「人のしゃべり声が気になる」など
の声が多数、職員の耳に入ってきていました。一番楽しいはずのランチタイムなのに…
仲間や職員と会話しづらい席に問題があるのでは？？と職員は色々考えました。毎日作業内容が変わる
バリカムの特徴を生かして、その日の作業の仲間と職員ができるだけ一緒になるようにグループ分けをし
てランチタイムを過ごすことにしました。
社員さんが出勤する前に職員が作業の場所と同じようにランチタイムの席も決め、ホワイトボードに名
前を貼っておきます。社員さんはそれを見て行動してくれます。「○○さん、ここだよ～！」と仲間や職
員に嬉しそうに教えてくれる社員さんもいます。
グループで向かい合せで座るので会話がはずんでいます。みんな笑顔いっぱいで楽しそうに過ごしてい
ます。社員さんからも職員からも大好評で、以前のように人の事が気になるような社員さんからの声が聞
かれなくなりました。

資源回収
リサイクルの作業の中で、週２回社員さんと一緒にダンボールなど資源物の回収をしています。大量に
回収したダンボールを倉庫に収納するのは一苦労です。丁寧に積み上げないと倉庫に収まらず、いい加減
に積んでいくとダンボールの山は雪崩を起こして、また初めから積み直しです

ダンボールの他にも

雑誌や古新聞など片付けなくてはいけない物が山盛りです（^^;）分別してしっかり縛って…これもキレ
イに積み上げます。ありがたい事に、１週間ほどで倉庫がいっぱいになってしまいます。

☆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 10 月～平成 30 年 11 月に（有）海津化学ゴム
様におさめたキャップは 211.26ｋｇ（90,842 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。
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、バリカム内で困っている事があります。それは、家庭ゴミや牛乳パ
ック・アルミ缶の中身が汚れたまま持ち込まれている場合があるという事です。回収は出来ませんのでご
理解をお願いします。
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喜楽舎 ＮＯ．６１
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

30 年 9 月から実施した研修は、11 月 13 日に最終日を迎え、7 名の方が修了しました。今回は、受講人数
が少なかったので来年は、もっとたくさんの方に受講して頂きたいと思っています。この研修では、身体障
がい・精神障がい・視覚障がいについての講義も行います。岐阜県人権啓発センターから講師をお呼びし、
「障がい者の人権」についての話をしていただきます。現代は、すぐ人権問題になってしまうケースが多い
ので障がいがある・なしに関係なく一人ひとりが大切な存在であることを学びました。
「身体障がいの理解」
では、杖の歩行介助、車いすへの移乗介助方法などを学んでもらいました。２人ペアで利用者役と介助者役
になり交互に介護を体験してもらいます。介護する側は、自分（介護者）の体に負担をかけない介護方法を
学びました。この研修を受講していただき、ボラ協の活動につながることで、人材の確保にもなります。来
年度も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。
←

片まひある方の立ち上

がりの介助方法を学ぶ
車いすで坂道の上り下りの →
介助方法を学びました。車いすが
坂を下るときは、後ろ向きで下り
ます
◇30 年度

福祉有償運送運転者及びセダン等運転者講習会のご案内

しばらく休止していました上記の講習会を開催します。送迎に関する講義と乗降介助に関する基礎的な
実技及び、運転技術の評価を行います。すべての講習科目を受講し、演習及び実技講習の審査の結果、合格
した方に修了証を交付します。福祉施設等の送迎や今後、有償運送に携わる方などぜひ、受講してください。
日

程：2019 年

2 月 23 日(土)・24 日(日)の全 2 日間

受講対象者：普通免許 1 種所持者で現に福祉有償運送及びセダン等の運転協力者または協力を予定
する者の内、申し込み日前 2 年間運転免許停止処分を受けておらず運転歴が 3 年以上ある者

受 講 料 ：イ
ロ

７,０００円（羽島市に居住する又は勤務する運転協力者）

７,０００円（笠松町・岐南町・安八町・輪之内町・北方町の運転協力者）

ハ １１,０００円（イロ以外の自治体の運転協力者）
※定員 24 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、広報はしまなどに掲載予定
問合せ先：社会福祉法人 岐阜羽島ボランティア協会 TEL：058-393-0751
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障がい者生活支援センター きつねあな
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。
寒い朝が続き布団から出るのも辛い毎日ですね。お正月はのんびりこたつでうたた寝されていた方も多いのでは。
さて今回は、障がい者手帳を見せることで割引が受けられる岐阜県の施設等の情報を一部お伝えします。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

高山陣屋
牧歌の里
郡上城
中津川子ども科学館
中津川ふれあい牧場
現代陶芸美術館
美濃焼きミュージアム
大垣奥の細道
養老天命反転地
水晶の湯
木曽山川展望タワー
羽島市コミュニティバス
羽島市歴史民族資料館
映画資料館

無料
半額(本人と付添 1 人)
無料(1～3 級)
無料(本人と付添 1 人)
無料（本人と付添 1 人）
無料(本人と付添 1 人)
無料(本人と付添 1 人)
無料
無料
②
300 円（本人のみ）
半額(本人と付添 1 人)※介護が必要な場合のみ
市内路線無料(本人と付添 1 人)
③
半額(本人と付添 1 人)

①
■高山市

22
■岐阜市 ○
⑰⑱⑲
21
⑳○

■大垣市
⑧

⑭

⑭ アクアトトぎふ
半額(本人と付添 1 人)
⑨ ⑫⑬
オアシスパーク内観覧車 割引(本人と付添 1 人)
■羽島市
⑮ 各務原航空宇宙博物館
半額
⑩ ⑪
⑯ 各務原市民プール
半額
(本人と第１種障がい者の付添 1 人)
⑰ 岐阜城
無料(本人と付添 1 人)
⑱ 長良川鵜飼ミュージアム
無料(本人と付添 1 人)
⑲ 加藤栄三・東一記念美術館 無料(本人と付添 1 人)
⑳ 岐阜市コミュニティバス
半額(本人と付添 1 人)
21
○ 金華山のロープウェイ
半額(本人と付添 1 人)
22 岐阜県博物館
○
無料(本人と付添 1 人)
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④
⑤
■中津川市

⑮⑯
⑥
⑦

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 2018 in ぎふ羽島駅前フェス。
去る 11 月 3 日（土・祝）
・4 日（日）の 2 日間、岐阜羽島駅前で「ぎふ羽島駅前フェス（旧：なまずまつり）
」が
盛大に行われました。ボランティア協会でもオレンジリボン運動啓発キャンペーンの一環として会場内で「オレン
ジリボンラン 2018」を開催。各地からハーレーに乗ったバイカーが集結し、STOP！子ども虐待」を呼びかけました。
一方特設ステージでは、ボランティア協会特別会員でもある ZipＦＭミュージック
ナビゲーター ジェイムス・ヘイブンス氏のトークショーが行われ、市内で中古車販
売店を営む傍ら、社会貢献活動にも努める㈲バーリンズさんと一緒にオレンジリボン
運動を PR しました。この日はあいにくの雨にもかかわらず、ジェイムスを一目見よ
うと沢山の人が集まり、いつもの軽快でユーモラスなトークで会場を沸かせました。
子どもたちが健やかに暮らせる虐待のない社会となるよう、こうした啓発イベント
の開催やオレンジリボングッズの製作・販売などを通して、今後もオレンジリボン
運動への協力をしていきます。

☆研修会「地域まるごと共生社会」Vol.4 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 4 回目を 10 月 20 日（土）に
不二羽島文化センターにて開催しました。基調講演では、毎日新聞論説委
員の野澤和弘氏を講師に迎え、生きづらさを抱えた人々とともに生きる社
会の在り方についてご講演頂きました。現代社会におけるコミュニティ機
能の低下が社会的孤立を生み出していると指摘し、これまで家族や地域が
担ってきた役割の大きさを痛感しました。一方で日本の福祉が進み、法律
や制度が拡充されても、制度の狭間で苦悩し支援が行き届かない人々がい
ること、そしてそれは家族や友人、地域住民、ボランティアなど制度に基づかない支援（インフォーマルな支援）
によって支えられていることを知りました。
パネルディスカッションでは、県内で支援活動に取組んでいる方々をパネリストに迎え、岐阜県における地域
共生社会の在り方について意見を交わしました。ここでは「出番と居場所づくり」をキーワードに、当事者同士
の助け合い事例を交えながら、専門機関や組織だけでなく地域住民（個人）も支援者となって人を助けたり支え
たりすることができると主張し、地域社会とのつながりが希薄する現代においても人を支えるのはやはり人であ
り、どんな法律も制度もサービスも人の力にはかなわない、だからこそ地域に支援者を増やし地域を育てていく
ことが何より大切だとまとめました。改めて「地域共生社会」の実現に向けた取り組みが必要だと感じました。

★地域まるごと共生社会 Vol.5 のご案内
日時：2019 年 2 月 10 日（日） 13：30～16：30

場所：不二羽島文化センター みのぎくホール

講師：羽島市長 松井 聡 氏

※詳細はボランティア協会の HP をご覧ください。
10

【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）

かみなりくんでは水曜日に「お話しひろば」を行っています。
スタッフの F さんが、その日のお話しの内容に合わせて模造紙
や画用紙などに絵を描き、分かりやすくお話しをしてくれます。
「お話はじまるよ！」と声掛けをすると、ミニカーで遊んでい
た子も、本を読んでいた子も、サッカーをしていた子も、みん
なお話しひろばに集まってきて、きちんと椅子に座り、「今日は
どんなお話しが聞けるのかな？」とワクワクしながら待ってい
ます。お話が始まると静かに集中・・・。この活動を始めたばかりの頃は、5 分程しか集中できなかった子
どもたちも、今では 15 分くらい集中できるようになりました。こ
れも、子どもたちの気を引くような工夫を凝らしたり楽しい雰囲
気を作ったりしながら、毎回入念な準備をしている F さんの努力
のおかげですね。
子どもたちの変化と言えば、1 年前から行っている「フラダン
ス」
「英語であそぼう」
「手づくりクラブ」などの活動が活発にな
ってきたことです。たとえば「英語であそぼう」では、低学年の
お友だちが率先してスタッフと一緒に前に立ち、カード配りを手
伝ってくれます。先日の「音楽であそぼう」でも、先生を押しのけて次から次へと進め、
「さあ行くよ！」
「次はもっと早くだよ！」とリーダーシップを発揮してくれています。子どもたちに色々な活動や体験の
機会をと手探りで始めたこれらの活動が、少しずつ実を結び、子どもたちの姿に変化がみられるようにな
ってきました。一方児童発達支援事業では、活動の一環として生活習慣をテーマにした絵本を毎回紹介し
ています。あいさつ、はみがき、トイレなど子どもたちにとっては難しい内容ですが、かわいいイラスト
と分かりやすいストーリー展開に興味津々。集中して最後まで聞くことができています。こうした子ども
たちの成長した姿を見られることはとても嬉しいことです。これからも色々なことに挑戦し、子どもたち
の興味関心の幅を広げていきたいと思います。
最新作の貼り絵「こたつ」では、冬の風物詩でもあるこたつにかわ
いい猫たちがごろんと寝転んで暖をとっています。お正月のひとコマ
を思わせるこの貼り絵を見ると心が和みます。
一般に「子どもは風の子」と言われますが、そのことわざの通り
かみなりくんの子どもたちは寒空の下でも元気いっぱいです。
今年も健やかな 1 年になりますように・・・。
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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：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。
毎日とても寒い日が続いていますが、子どもたちは元気いっぱい！外に出て、お庭のすべり台や
ブランコであそんでいます。

☆ボールプールあそび
「ボールプールあそび」は、子どもたちに人気のあるあそびで
毎月 1 回行っています。ボールが外に飛び出さないよう周りをソ
フトブロックで囲み、その中にカラーボールをたくさん入れます。
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。
ボールを投げてあそぶ子、転がしてあそぶ子、音を鳴らしてあ
そぶ子…。中には「これは何色？」
「あかー！」などと、色当て

これは何色？

クイズを親子で楽しむ姿も見られます。お友だちのあそぶ姿をじ
っと見ていて、すぐさま真似をしてあそぶ子もいます。子どもた
ちのいろいろな姿や笑顔をたくさん見ることができて良かったで
す。みなさん、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
数

障がい児親子

月

利用組数

9月

135 組

30 組

10 月

182 組

63 組

11 月

157 組

50 組

の利用組数

たのしいね～。

【空気の乾燥に注意】
インフルエンザウイルスは乾いた空気が大好き。空気が乾燥している時は、
加湿器を使ったり室内にバスタオルを干したりして、湿度を調整しましょう。
窓を開けて、こまめに換気することも大切です。
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☆2 月の行事予定
日にち

行事予定

日にち

行事予定

1（金）

豆まきをしよう

20（水）

子育て交流会（場所は本館）

5（火）

ボールプールであそぼう

21（木）

布おもちゃあそび

7（木）

木のおもちゃであそぼう

26（火）

おねえさんとあそぼう

12（火）

手づくり絵本のうたあそび

28（木）

14（木）

はじめてのキッズ☆ダンス

15（金）

おひなさまづくり

19（火）

楽しいリトミック

2 月生まれのお誕生日会
リズムあそび

・行事は都合により変更になることがあります
・行事はいずれも 10：30～行います
・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
「ティーカップセット」をただ今製作中。
完成まであと少し。みんながままごと遊びで
使えるようになる日が待ち遠しいです。
製作の様子

★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

冬本番です。インフルエンザの流行するシーズンになりました。加湿・手洗い・うがいに努め、日頃
の生活リズムを整えて予防しましょう。マスクは予防の必需品ですが、マスクをしていてもマスクの目
を通ってウイルスは侵入します。しかし、冷たい空気やほこりから鼻や喉を守ることで、少しでも乾燥
を防げます。風邪やインフルエンザの時はもちろん、外出時、多くの人が集まる場所に参加する時など
もマスクの着用をおすすめします。
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

ファミリー・サポート・センターでは、産じょく期の支援や小さな
お子さんの託児依頼が増えています。特に、初めての子育てのママは
不安を感じることも多く、少しでもそんな不安を和らげ、より良いサ
ポートができるように、今年度 2 回目の「スキルアップ研修」では、
「沐浴と離乳食について学ぼう」と題して研修を行いました。
11 月 15 日は羽島市保健センター、12 月 12 日には岐南
町保健相談センターで行い、20 名を超える方々が熱心に
学び合いました。羽島会場では、実際の離乳食を試食す
るなど、より具体的に専門的に学ぶことが出来ました。
来年度も積極的に研修を行っていく予定ですので、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 神山菜）

10 月 12 日、ホーム旅行に行ってきました。みなさんの
希望を聞き、山より海へ行きたいとの意見が多かったため
日本海で船に乗ろう！と計画しました。
この日は海が荒れていたため、予定していた外門めぐり
ではなく、小浜湾めぐりに変更されました。
船の中では、大きな揺れに怖がる人もいましたが、少し
ずつ慣れ、揺れが心地よく、うとうとしている方もみえま
した。中にはデッキに出て外の景色と海風を満喫した方も
みえました。
船から降りると昼食タイム。お刺身に干物に佃煮と
海鮮づくし。利用者さんも職員も新鮮なお魚を堪能し
ました。
17
食後はお土産を購入したり、ソフトクリームを食べ
たりと思い思いに過ごし、帰路に着きました。
毎年恒例の旅行ですが、利用者さんも職員も楽しみ
にしているイベントのひとつです。おすすめの場所が
あれば、ぜひ教えてくださいね。

この度、東海テレビ株式会社様より福祉車両の寄贈が

車の寄贈 ありました。「愛の鈴号」と名付けられたこの車はスバル
のプレオプラスです。当法人の事業運営に大切に使わせて
いただきます。ありがとうございました。
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かみなり村北館
生活介護

住 所：羽島市正木町坂丸二丁目 63 番地
TEL ：058-372-3437
FAX ：058-392-7380
Email：moana@npo-vola.org

あけましておめでとうございます
いよいよ平成も終わりに近づいてきました。
いろいろな個性が調和したりぶつかり合ったりしながら、日々思いがけない出来事や心温まる出
来事にであいます。また 1 年成長したみなさんが、今年はどんな姿を見せてくれるのでしょうか。
平成生まれの利用者が多いかみなり村北館、今年も北館らしく笑顔でゆったりと過ごしていきた
いと思います。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

第１・３金曜

火・水・木曜ＰＭ レクリェーション・運動

◆ 作業風景

第２金曜

運動療法
音楽療法

◆

生活介護の作業風景です。
こちらの部屋では、刺繍や
綿ほぐし、さおり織りやビー
ズとおしなどそれぞれに合っ
た作業をしています。静かな
作業場で、みなさん集中して
手を動かしています。

そして、壁には沢山の絵が貼ってあります。これはＹさんが描いて色を塗ったものです。沢山の生き
物たちが特徴をとらえて描かれ、とても丁寧に色が塗られています。ほっこりする素敵な絵ですね(^^)

◆ 学びの森

◆

各務原の学びの森にお出かけしました。天気も良く、心地よい日
差しの中、公園内をお散歩しました。落ち葉が積もる中をザクザク
歩いたり、どんぐりを拾ったり、秋らしい雰囲気を楽しむことがで
きました。有名なイチョウ並木もちょうど見頃で、きれいな金色に
色付いていました。
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◆ 劇団北館に続いて…

◆

前回「白雪姫」の劇を披露した北館のメンバーが、今回挑むのは・・・
「アニソンまつり」と題して、様々なアニメキャラクターになりきります!!
衣装はもちろん、振り付きで歌ったり、セリフがあったりと盛りだくさんですが、みんなと
ても楽しそうに練習に参加し、何回か繰り返すうちにどんどん上達していますよ。
ドラえもん、鬼太郎、一休さん、ポケモン、サザエさんなどなどたくさんのキャラクターが
登場します！
披露するのはクリスマス会。この号が発行される頃には終わっていますね。どんな発表にな
ったのでしょうか!?

Vol. 12
手のひらには、生まれる前に決めてきた才能や使命、幸運の印
が載っています。悪い手相はありません❤
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？
これがあるあなたからは、異性を引き付ける魅力
であるフェロモンがたくさん出ています！
知能線と生命線の始まりの部分に、囲むような線が
入ってできる手相です

『フェロモン線』
ここに線が入って、
小さいお魚のような

今回は、事務局のＩさんの左手に見つけま

形になっています♪

した。 左手は、生まれる前に決めてきたこ
とがあらわれています。
とても綺麗で女性らしい魅力は、ここから

11 月開催の「癒しのマーケット」では、たくさんの方の手相を観させて

来てるのかもしれないですね♪

いただきました。ありがとうございます❤ クリスタル佐織
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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

【癒しのマーケット】
先日 11 月 23 日（金・祝）にかみなり村北館におい
て「癒しのマーケット」が開催されました。
このイベントは「心の癒し」
「体の癒し」をテーマとし
てボディケアやオイルセラピー、手相・数秘術占い、姓
名判断など日常の疲れを癒すために開催されたもの
で、沢山のお客様が来場してくださいました。
また、ハワイアン雑貨や、布小物、雑貨などの販売や、
ワークショップ、木育広場などのブースも参加して会
場を盛り上げていました。

北館は多くのお客様で賑わいました。

一方、カフェブースでは理事長自らが石焼き窯で焼
いたピザが人気でした。焼き立てのピザは熱々で溶け
たチーズが美味しかったです。来場されたみなさんは
心も体も満足されたのではないでしょうか？
この「癒しのマーケット」は、今年も 11 月 23 日（祝）
に開催する予定です。是非「心と身体の癒し」にきてく
ださいね。

【野菜の収穫作業】
理事長はピザを焼いて大忙し！

本舗の畑では冬野菜の収穫作業が始まりました。
白菜、大根、春菊などなど。今年も沢山収穫できました。

利用者さんも毎日一緒に肥料を撒いたり草取りや収穫作業をしたり、収穫した野菜を洗って袋詰めまで頑
張って作業をしています。

これから収穫が楽しみです。

春菊の収穫も丁寧に行っています。
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【ミノーリが進化した！？】
かみなり村本舗で販売している卓上織り機
「ミノーリ」ですが、この度、新型が発売さ
れました。その名も「ニュー・ミノーリ」
今度のミノーリは縦糸が上下に分かれる機
能（ソウコウ）が付きました。右側のレバー
を起こしたり倒したりすることでスムーズ
にシャトル（横糸）を通すことができるのです。またこのレバーは左右
どちらにもセットすることができ、左利きの方にも対応したまさに「ユ
ニバーサルデザイン」！！
この商品ももっくるの利用者さんと一緒に細かいところまで丁寧にヤス
リをかけて滑らかに仕上げた逸品となっています。
「ニュー・ミノーリ」税込み価格 5,000 円でかみなり村北館モアナ

「ニュー・ミノーリ」￥5,000

にて販売しております。
小さいお子様からどなたでも楽しく織物ができます。
是非、お買い求めください。

【新作バッグの紹介】
今ふくふくでは、バッグを作っています。斜めが
けリバーシブルバッグは、今までにない帆布の色と
ハワイアン柄の組み合わせで出来ています。帆布は
6 色、ハワイアンは 11 柄の組み合わせになってい
ます。
新作の肩かけかばんは、裏・表ともハワイアン柄

内側にはハワイアン柄

でリバーシブル、形もコロンと丸くかわいいです。 かばんの口が開かないよ

人気の斜めがけバッグ

うタッセルと木のボタンで留めるようになっています。タッセルも１つ１つ糸を巻いて作りました。

タッセルがワンポイント

丸いデザインが可愛い
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帆布は６色展開、柄は１１柄！

【スプーンに使われている木の話：第一回】
今号より、数回にわたって、かみなり村本舗のスプーンなどで使われている
材料（樹木）の紹介をしていきたいと思います。
本舗のスプーンは色々な樹種を使用しており、それぞれに個性があるので揃えてみるのも面白いかも。
現在使用しているスプーンとドミノの材料は、どれも岐阜県産材を用いていて、サクラ・クリ・カナメモ
チ・カエデ・ツバキ・シンジュ・アカメガシワの樹種で作っています。
「サクラ」
バラ科の落葉広葉樹で、花は菊と共に日本の国花として親しま
れています。野生種・自生種だけでも、１００種類程存在し、ソメ
イヨシノを初めとする園芸品種を含めると、５００種を超える。
材は、辺材と心材が明瞭で、心材は褐色ないし赤褐色で辺材は
淡黄褐色きい黃白色で肌目は精で、やや重硬。耐久性は高く、加
工しやすい。
用途は、器具・家具・楽器・建築用材に使用される。
材の色がサクラ材に似ているので、ミズメヤ・カバ材がサクラ材として取り扱われている。海外ではチェ
リー材と呼ばれている。
「カナメモチ」

別名 アカメモチ

バラ科の常緑小高木で、山地に自生し、金華山でも良く見られる。
新芽の鮮やかなベニカナメモチは、庭木や生け垣に多く利用されて
いる。
材は、硬く強健で色は淡い桜色、用途は器具の柄や扇の骨に使用
される。材が扇の要に使われ、葉がモチノキに似ているところから、
カナメモチと名付けられたとされる。

月曜日～金曜日

９：００～１５：００営業中

毎日寒いですね。カフェモアナでは、今年もペレットストーブが始まります。
暖かい空気に包まれて、ほっと一息コーヒータイムをお楽しみください。

毎週土曜日１８：００～２２：００営業中
【かみなり村産

黒にんにく大好評！！】

ご購入いただいた皆様ありがとうございました。昨年 11 月末に

今年は 7 月下旬から販売の予定です。

て販売は、終了となりました。
今年もたくさん収穫できるように準備していきます。是非お楽しみに★
【ロンドンバス亭のヒットメニュー！】
① どて煮 ②ぎょうざ ③ポテトサラダ ④海鮮ビーフン ⑤タコからあげ
是非、皆さんで食べに来てくださいね！！
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NO.8

・Y くん（高 1）
・・・ﾊﾞｽｹやｻｯｶｰの練習を毎日頑張っています♪
・M くん（高 1）
・・・以前より成績 up↑しました！英語が苦手だけど、ﾌｧｲﾄ！
・D くん（小 4）
・・・11/19 に新しいお友達が来ました♪ｹﾞｰﾑや将棋が得意な男の子です！
・A くん（小 2）・・・最近ﾄﾞﾗﾏ（恋愛系!?）にはまっています！
・S くん（4 歳）・・・幼稚園でとっても頑張っています♪

（11/19）A くん 8 歳誕生日
＆D くん仲間入り♪

12/1

10/31

理事長と一緒に

ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ♪

ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ！
＊10/31 はﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ！ということで、ｽﾀｯﾌも子どもたちも全員仮装してﾊﾛｳｨﾝの特別ﾒﾆｭｰを食べました♪
＊11/16 に S くんが就職のため退居し、11/19 に小学 4 年生の D くんがｺﾞﾛｺﾞﾛに来ました！19 日は A 君の
誕生日だったので、みんなでお祝いしました(*^_^*)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの方が手作りｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲを作ってくださった
ので、子どもたちは大喜びでした♪
＊12/1 は理事長さんと一緒に 138 ﾀﾜｰﾊﾟｰｸのｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝへ！とっても綺麗だったけれど、みんなお腹ﾍﾟｺﾍﾟｺ。
早めに帰ってﾛﾝﾄﾞﾝﾊﾞｽ亭で夕食を食べました(*^▽^*)
＊ゴロゴロくんに寄付をいただいた方＊（H30 年 10～12 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。

ご近所の方々,ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙおじさん,安田和代,

(例えば：洗濯用洗剤、ﾃｨｯｼｭ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、

りえちゃん・よしちゃん（ｹｰｷ）,

ｷｯﾁﾝ洗剤などの生活必需品、お菓子等)

三宅ｻﾝﾀと愉快な運び屋さん,匿名多数
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お

は

な
自立援助ホーム
№2４

ホーム長 前田
―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！
いつもご支援して頂いているトライアンフカンパニー社長さんの辻井孝明さんのご招待で、一泊二
日のディズニー旅行に行ってきました。天気予報では雨の予定でしたが、当日は晴天で温かい日でし
た！たくさんのアトラクションに乗ったり、シェフミッキーでミッキー達と写真を撮ったりと、ディ
ズニーを満喫しました。初めてディズニーに行く子もいましたが、辻井さんに案内してもらい楽しん
でいました！

辻井さん 2 日間ありがとうございました！

Ohana 基金への寄付のお願い

0hana に寄付をいただいた方

現在入居している 15～20 歳未満の子どもたちの

（Ｈ30 年 9 月～12 月）
＜寄付金＞(順不同・敬称略)

ほとんどが家族や近親者の援助がありません。この

味岡和子、(株)一松高木、後藤佐織、

先誰がどのように生活や身元の保証をするかなど、

石原美容室、羽島地区更生保護女性会、その他

多くの問題を抱えています。

匿名

そこで、子どもたちの様々な緊急時対応の資金援助

＜寄付品＞

として「Ohana 基金」を創設し、ご協力をお願いして

加藤大武、井村まゆみ、(株)一松高木、伊藤知

います。ぜひご支援いただきますよう、心よりお願

子、鍬田逸雄、堀由紀子、浅野敦子、新間善恵、

い申し上げます。

青木英明、NPO ナイスデイ、辻川光代、後藤静
子、池田文博、その他匿名

◎寄付金 金額に定めはありません。
口座番号

大垣共立銀行
普通預金

いつもありがとうございます！

口座名義

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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羽島支店（店番０１２）

川合宗次

羽島市下中町城屋敷 226-1 2 号棟
Tel：058-322-2918
明けましておめでとうございます！GH 健康促進住宅です。
年末から一気に寒くなってきました。GH 健康促進住宅では年明けから初詣に出かけたり、自分の部
屋でのんびり過ごしたり、買い物に出かけたり、みなさんそれぞれの過ごし方をされています。
去年から「みんなの会」の司会進行を入居者さん達が担当しています。みんなの困りごとや意見を
出し合いながら話し合い、少しずつですが、みんなが住みやすい環境づくりに取り組んでいます。
「行
きたい場所」や「やりたいイベント」などみんなで相談しながら決めています。みんな元気で楽しい
1 年になりますように。今年もよろしくお願いします。

4 か月間、Lala の部屋で、自立の準備をしていた若者が、コムラ
インさんへの就職が決まりました。賃貸アパートを借り上げてい
ただき、新たな一歩を踏み出しました。今回お世話になったコムラ

Ｌａｌａの部屋

インさんも愛知県のルーキーズさんに登録している事業主の一つ
です。岐阜県においても同様の仕組みを作るために、
「ぎふ職親プ
ロジェクト」の準備を進めています。

リーフレットが間もなく完成します。
今回、若者たちが気軽に相談しやすい
ように、LINE やホームページからメッセ
ージを送れるようにしました。
児童養護施設などで暮らしてきた子ど
もたちを一人でも多くサポートできるよ
うに、今後とも創意工夫を重ねていきた
いと思います。

22

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 9 月 21 日～平成 30 年 12 月 20 日まで
（順不同・敬称略）

2 月 3 日（日）かみなりマーケット

ＮＰＯ寄付物品 岩田巌 横山喜代美 国田賢次

10 日（日）地域まるごと共生社会⑤

㈲バーリンズ 今井田たきゑ

場所：不二羽島文化センター

ＮＰＯ 寄付金 伊藤房子

3 月 3 日（日）かみなりマーケット

坂倉邦子 三輪壽子

吉田栄紀 竹中智子 林和子 野々村千惠子
吉川美知子

4 月 7 日（日）かみなりマーケット
20 日（土）ほのぼの旅行

宇都宮徹

ＮＰ０賛助会費（個人） 岩田 英一

※行き先は現在検討中です。詳細はボラン

ＮＰ０広告協賛 岐阜羽島バス・タクシー㈱

ティア協会事務局までお問合せください。
事務局までお問合せください。
みなさまからの温かい浄財は行き場のない子どもの

社福寄付物品 キングラン中部㈱

立ち直り支援や生活困窮者支援など法律・制度では

㈱シービーサポート

補えない活動に活用させて頂いております。

太田岩雄 小椋井香保

～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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