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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

イラスト： Ｇ．Ｎ
「地域住民として寄り添い一緒に考える支援を！」
社会的養護の子どもたちと付き合い始めて 25 年が過ぎた。当時の中学生が今では 40 歳を過ぎ、親と
して奮闘している。中には結婚、離婚を繰り返す者、精神疾患で入退院を繰り返す者、警察にお世話にな
る者など、なかなか順風満帆の生活というわけにはいかず、悪戦苦闘の日々を送っている人が多いこと
に心が痛む。しかし、彼、彼女たちのほとんどが親からの虐待を受けて育ったという事実がある。「親みた
いな人間にはなりたくない。自分の子どもには絶対虐待はしない。」と言いながら、親と同じ行為をしてしま
う自分に苦しんでいる人が多いのも事実である。「負の連鎖」を断ち切ることができない自分を、自傷行為
で痛めつける者もいる。そういう人たちと付き合いながら、「自分には何ができるのか？」といつも考え、辿
り着いたひとつの答え、それは「自分が今住んでいる、生活しているこの場所だからこそ、細く長く、じっく
り、ゆっくり寄り添い、一緒に考える支援ができるのではないか？」ということである。
この 25 年の中で、8 年前に自立援助ホーム「Ohana の家」を開設してから、たくさんの子どもたちと関
わってきた。今でも 50 人近くの退居者とメールや LINE のやり取りをしたり、食事に行ったり、楽しい時間
を過ごしている。ある時は出産に立ち会い、ある時は子どもを預かり、ある時は警察へ呼び出され、そん
な毎日が私の日常生活の中にしみついてしまった。これからも足腰立つ間は、この生活パターンで、ボチ
ボチではあるが、地域住民のひとりとして、寄り添い、一緒に考える支援をしていきたい。
Ohana 統括管理者 味岡 和子
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2019 年 5 月 19 日（日）10：30 より羽島市福祉ふれあい会館において、NPO 法人岐阜羽島ボランティ
ア協会定期総会および社会福祉法人報告会が行われました。2018 年度事業報告および収支決算報
告、2019 年度事業計画（案）と予算（案）など全議案について承認を頂きました。その後、社会福祉法人
の活動内容について理事長より報告があり、無事に終了いたしました。ご協力ありがとうございました。

2018 年度

事業報告

昨年度は、
「地域まるごと共生社会」研修会を 5 回開催し、地域の現状と課題について学び、地域共生社

会の在り方について考えを深めることができました。地域共生社会の構築には地域の支援体制を整える
ことが必要であり、個人の抱えている生きづらさを理解し、支える人々の存在が不可欠だと理解できま
した。地域の資源や人材・専門機関とその連携など私たちの住むまちを私たちの手で創り上げていく力
が、今、求められています。
障がい分野では、ＮＰＯ法人で受託していた「地域活動支援センター」と「はしま福祉サポートセンター
指定管理」が 5 年契約の最終年度でした。当該施設は平成 12 年 10 月、羽島市から「羽島市身体障害者デイ
サービスセンター」として受託しスタート。支援費制度を経て、平成 18 年の障害者自立支援法施行により、
同事業は措置制度から契約制度となり、羽島市委託事業から自主事業に変わりました。途中、平成 15 年支援
費制度施行に伴い、羽島市・笠松町が地域活動支援センターを当法人に委託、その後岐南町が加わり、13 年
半の歳月を経て、ＮＰＯ法人から社会福祉法人へと引き継ぐことになりました。同センターは岐阜県・羽島
市が「岐阜圏域南部に福祉の拠点」の実現を目指し開設しましたが、今後も地域ニーズに合った更なる飛躍
を目指します。
社会的養護分野では、昨年 6 月に岐阜県から居住支援法人として指定を受けたことにより、国土交通省
「重層的住宅セーフティネット構築事業」を受託し、住宅確保が困難な人に対し居住支援活動に取り組みま
した。併せて今年 2 月に岐阜県子ども家庭課所管により、仕事や住まいを追われ行き場をなくした人たちを
支援する「ぎふ職親プロジェクト」が立ち上がり、その運営に携わることになりました。児童養護施設出身
者が職場を解雇され、住まいも失い、結果、本人を支援していた児童養護施設長を刺殺する事件がありまし
たが、岐阜県でこのような悲惨な事件が起きないよう活動を充実させていければと思います。
最近のニュースでは、児童虐待や孤立する若者に関する事件が毎日のように取り上げられています。実
際、法人においても「一時保護」や「子育て短期」の依頼が多くなってきているのが実情です。保護の要
請については、虐待予防の観点から極力断らないようにしていますが、急な依頼も多く、職員の加配を伴
うケースがほとんどです。そのため職員体制の充実を図ることが急務となっています。
また 2020 年 4 月開設予定の「生活介護」
「共同生活援助」の開発工事が始まりました。今後の事業活動
に支障のないよう法人の思いを共有できるスタッフ、法人の事業活動を一緒に盛り上げ支えてくれるスタ
ッフを募集しています。詳細は下記をご覧ください。
来年度新たに開設するＧ.Ｈ（共同生活援助）と生活介護のスタッフを募集しています。
資格や経験がなくてもＯＫ。お気軽にお問合せください。
【仕事内容】 世話人、生活支援員、介助員、宿直、児童指導員、相談員、運転（送迎）
、調理など
【勤務形態】 常勤、非常勤
【要件】

資格、経験、年齢不問。※社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、看護師、保育士、
介護従事者初任者研修（ヘルパー2 級）修了者等の資格をお持ちの方は優遇します。

【その他】

書類審査の後、面接いたします。

【問合せ先】 ボランティア協会事務局 ☎（058）393-0751 担当：伊藤
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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

毎週月曜日… カラオケ
毎週火曜日… ＴＶボーリング
毎週水曜日… 健康体操

その他、音楽療法・ミュージックベル・パステル・紙粘
土・季節の工作・ボウリング大会・カラオケ・クイズ・
マッサージ・お花見などのお出かけも予定しています。

毎週木曜日… ビデオ体操・レクリエーション
毎週金曜日… クロスワード

でいあいの利用者さんと車でお花見（桜見学）に行きました
羽島市小熊町の桜を見に行きました。今回は桜を車の中から見ながら木々の間を通り抜け
るドライブ感覚で行きました。
利用者さんの感覚としては車から降りて見られなかったのは残念だったという声もありましたが、それ以上に
桜のトンネルを通っているみたいで、とてもきれいで良かったとの声もありました。
今後もとっても良かったと言ってもらえるように常に楽しいことを利用者さんと考えながら支援して行こうと
思います。

絵

画
こいのぼり
柳津町道の駅近くの堤防沿いの広い原っぱに
十数騎のこいのぼりが、風を受けてなびいていま
した。
小さな子を連れた家族に混じって私たちもこい
のぼりを見てきました。
ゆっくりなびく姿に急な暑さも忘れる

季節に沿ったテーマで絵をかきました。

一瞬でした。
4 月は「はな」でフーセンの形の用紙を使って書き、飛んでいるように掲示しました。
皆さんも一度行ってみてくださいね
5 月は「こいのたきのぼり」を台所用スポンジと絵の具、和柄などの折り紙を使って描きました。
さて仕上がりは・・・・

はじめまして(*´∀｀)

鯉のどら焼き

くろーばぁ初登場のパステルアート

日にち：5 月 2 日（木）

柳澤臣美です。

材料：ホットケーキ粉 牛乳 卵 バニラエッセンス おぐら

でいあいの月 1 回の講座で参加させて頂いて

5 月 5 日のこどもの日にちなんで職員が鯉のどら焼きを作

ます。楽しくおしゃべりしながらみなさんといっ

り、おやつとして、でいあい・バリカムの利用者さんに振る

しょにパステルアートを描かせてもらってます。

舞いました。とってもおいしいよ～ また作ってね～ と言う

毎回次はどんな絵にしようかな？って図案

喜びの言葉が・・・・ 作ったかいがありました。

を考えるのが楽しみ ”♪” です。
かみなりマーケットでもパステルワークショッ
プをさせて頂いてます。（7 月はお休みです）
よかったらパステルってどんなのかな？って
見に来て下さい。
これからどうぞよろしく
お願いします♥
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moriwaku market

（もりわく マーケット）

輪之内町に森や山のようなくつろぎスペースがあります。
室内はすごく広く人工芝で裸足で入れます。通路は靴を
履いたままで歩くことができます。冷暖房完備で暑い時
も寒い時も楽しむことができます。

6 月 3 日よりＮさん（47 歳男性）新しく仲間が増えました。

土 曜 で い コーナー
☺

毎週土曜日、みんなで元気に活動中！☺

☆1～3 月の活動・・・
工作（節分のお面作り）
、折り紙でおひな様作り、お花紙で桃の花・菜の花作り）ぬり絵

DVD 鑑賞（ディ

ズニー・ＮＨＫのアニメなど）みんな大好きカラオケ・ 散歩（近所の稲荷神社など）ゲーム各種（ダンス
各種など）外出（成田山へ初詣・百梅園）その他、やりたいことなどリクエストお待ちしています。

☆7 月から 9 月の活動予定
フラダンス

鈴木先生のダンス教室

北山先生のダンス教室

スタッフによるフラダンス(ブラブラダンス)も予定しています。
お楽しみに～(*^_^*)
その他季節の工作、お出かけ、レクリェーション等計画しています。

<スタッフ募集中>
利用者さん・スタッフと元気に

ベルマーク集めています。
ご協力お願いします。

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・

土曜デイのゆかいな仲間たち

（切り取ってなくても

絵画など）お待ちしています。

かまいません）

お問い合わせ

by N.K

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

担当 鈴木(み)

かみなり座の自主練
最近のバリカムの昼休み、今の一番の流行りは倉庫の前でダンボール
を敷いて、のんびりくつろぎ、おしゃべりをしながら過ごすことです。
そんな中、倉庫の中にある太鼓を力強くたたく社員さん達がいます。
かみなり座の自主練です(^o^)太鼓の音に合わせて水戸黄門の歌を歌
い、のりのりです♪ 休み時間も惜しんで本番に向けて取り組む社員さ
ん達、本当にスゴイです‼

北館モアナに行きました！
かみなり村北館のカフェ“モアナ”にバリカム全員でお邪魔しました。
社員さんはそれぞれ好きな飲み物を注文しました。お菓子やスイーツを食べ、リラックスした時間を過
ごしました。喫茶店に行く時はいつもいくつかのグループに分かれてしか行けず、いつかバリカム全員で
行きたい‼との思いがありました。人数が多すぎて難しいとあきらめかけていたところ、北館の方々が無理
なお願いを快く受けて下さり、特別に部屋を用意していただいて、バリカムの思いを実現する事ができま
した。北館の皆さん、お心遣いとおもてなしを本当にありがとうございました。
今後も楽しいお楽しみ会を企画していきます(^^)

ふくふく・もっくるの販売
２か月に１回、“ふくふくさん”“もっくるさん”の所へ社員さんと
共に販売に伺っています。販売時には、できるだけバリカムの社員さん
と本舗の利用者さんが直接やり取り出来るよう心がけています。交流の
場ができ、とてもうれしく思っています。
月に 1 回、グループホームの“ゆうやけこやけさん”から注文をいた
だきバリカムスイーツをお届けしています。利用者さんのおやつです
出張販売やご注文をお受けしております。よろしくお願いします。

一日かけて促進住宅の掃除を行っています！
月１回促進住宅の掃除に行っています。だいたい４人ほどで行います。まずは、ほうき、デッキブラシ、
利用者さんのおやつです(^^)出張販売やご注文をお受けしておりま
バケツ等、車に積み込みます。準備の時に気が付いた社員さんが、「バケツ入れた？」「お茶もった？」
す。よろしくお願いします。
などなど、どんどん声を出してくれ、準備ＯＫ！さぁ出発です。
午前はＡ～Ｄ棟までを２人１組になり、階段掃除です。慣れた２人組だと２人の間でも分担して、手際
良く仕上げてくれます。５階まで上るだけでもしんどいです…私だけかしら(^^;
ブラシで仕上げるための水を入れたバケツを持って上り、汲みに下り、また上る…一苦労です。が、誰
一人イヤな顔せず、みんな本当によく頑張ってくれています！職員も毎回ブラシを持つ手にまめができて
います。(笑)
午後からは集会所の掃除です。トイレ掃除、床ふき、窓ふき…etc.玄関の下駄箱までふき上げ終了です。
時には、本棚の本を全部どけてキレイにしたい！と燃える社員さんもいます。そんな時は、みんな一致団
結で仕上げています。
暑い時期、寒い時期もありますが、本当にみんなよく頑張ってくれています！
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実習生さんがみえました
６月１０日（月）より、羽島特別支援学校から高等部３年生の実習生さんが２名みえました。実習初日
の朝礼で実習生さんが挨拶をされると、自然に拍手が起き、「お願いします！」と温かく迎え入れてくれ
る社員さん達です。そんな優しい社員さん達のお陰か？初日からそんなに緊張した様子は見られず、すぐ
に溶け込んでいるように見えました。実習期間の限られた時間ではありますが、バリカムのいろいろな作
業を体験していただきました。資源回収や洗車、ありんこ店など体力勝負の作業もあれば、封筒作りや糸
入れなどの集中力が必要となる作業もあります。日々違う作業を行い、大変だったと思いますが、２人と
も毎日頑張って作業に取り組んでみえました。
「緑色のエプロンをするんだよ」「◯◯さんの（昼食の）席はここだよ」と優しく声をかけてくれる社
員さんの姿も見られました。昼休みには外で一緒に和太鼓をたたいたり、室内でかるたやトランプをした
りして、和やかな雰囲気の中で、社員さんも実習生さんも楽しそうに過ごされていました。
短い実習期間でしたが、社員さんにとってよい刺激になり、ちょっぴり先輩らしい姿も見られました。

バリカムのかわいい小物達が増えました
♡

刺しゅう糸を使ったミサンガ風ヘアゴム

♡

毛糸を使ったフワフワマグネット

♡

レザーを使ったクローバーのモチーフ

♡

牛乳パックパルプを使ったしおり

♡

フエルト布地を使ったお土産バッグ

皮のチャーム
などなど

手先を使った作業を女性の社員さんが中心になって頑張っています。p^^q
かわいい小物たちは、ありんこ店で販売しています。
皮のチャーム、しおり、マグネットは、ネクスコ中日本様への納品のため大量生産中です！
バリカムでは、オーダーメイドのご依頼もお受けしておりましたが、現在は社員さん中心で作業を行っ
ておりますのでお受けできなくなりました。申し訳ございません。ご理解をお願いいたします。詳しくは
バリカムスタッフにお問い合わせください。

☆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。2019 年 2 月から 5 月までに（有）海津化学ゴム様におさ
めたキャップは 555.2ｋｇ（238,736 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理解ご協力をいただきまして、ありがとうございます。
バリカム元気社では、アルミ缶のみの回収で、スチール缶、スプレー缶は回収しておりません。
よろしくお願いいたします。
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喜楽舎 ＮＯ．６３
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。

◇生活サポート
2019 年になり、高齢者による痛ましい車両事故が多く起きており、社会問題になっています。
福祉施設の送迎は、かかせないものです。安心して利用していただけるよう、日々安全に運行しています。
どの福祉施設も運転手として協力いただけるのは、年齢の高い人が多いと思います。運転歴が長ければ長い
ほど誰もが運転癖というものがあると思います。その癖が利用者さんの負担になっていないか、他に影響が
ないか、今まで以上に安心・安全な送迎ができるよう、また未然に事故などを防ぐために施設としての定期
的な運転技術の確認を含め、施設送迎等自動車の運転者に対し、その業務における基礎的な知識及び技術を習
得し運送の安全で安心したサービスが提供できるよう、今年の 2 月から定期的に講習会を開催しています。羽島
市内の高齢者施設を中心に受講生の募集をし、先日 2 回目の講習会が終わりました。ボランティア協会からも 70
歳以上の方は、必ず受講してもらい、自分の運転技術を審査してもらうことで再確認して今まで以上に安全に運
行していただきたいと思います。次回は、2020 年 2 月に開催予定です。

◇介護職員初任者研修（障がい者(児)受講対象）受講者を７月から募集します！！
2019 年度介護職員初任者研修は、下記の日程で募集をします。岐阜県内の知的障がい者(児)を受講の対
象として養護学校、特別支援学校とハローワーク（障がい者雇用関係窓口）、各支援センター等に募集をし
ます。障がいがある方でこれから介護の施設で働きたいという方、現在介護施設で働いているけどまだ資格
を取っていない障がいのある方、ぜひ、この機会に受講をしてください。
募 集 開 始：2019 年 7 月 23 日（火）から 8 月 22 日（木）
研

修：2019 年 9 月 8 日（日）から 2020 年 2 月 22 日(土)修了式含む

場

所：はしま福祉サポートセンター2 階多目的室など

◇移動支援従事者養成研修（知的障がい者課程）
本年度の移動支援従事者養成研修を下記日程で募集・開催します。ぜひ受講してください。
昨年受講され現在、支援員として活動されている方に現在の状況と感想をお聞きしました。
Ｎさん：月一回利用者さんとカレーを食べ、温泉へ出かけています。利用者さんも私自身も毎月
楽しみにしています。移動支援は、利用者さんと 1 対 1 で向き合うため、普段とは違う新しい発
見があったりする中で信頼や絆を深めていける良いサービスだと思いました。今後も依頼があれ
ば、積極的に支援をさせていただきたいと思いました。
この機会に障がいについての制度や実際に利用者と触れ合っていただくことでより多くの方にボランテ
ィア協会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。申し込みお待ちしております。
募集期間：2019 年 7 月 26 日～
研

定員になり次第、締め切ります

修：2019 年 9 月 20 日（金）から 11 月 12 日(火)までの指定の 7 日間

受 講 料 ：15,000 円 （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
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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。

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

今回は「障がい者生活支援センターきつねあな」のお仕事内容を紹介させていただきます。

サービス内容
一般的な相談支援事業
羽島市、岐南町、笠松町より委託を受けています。

指定特定・指定障害児

相談支援事業

子どもから大人まで、サービス等利用計画作成に関する相談に応じます。

指定一般相談支援事業
長期入院や入所施設から地域生活に移行される時のご相談に応じます。

岐阜県指定居住支援法人
住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者に対して
住宅相談や情報提供および、見守り等の生活支援を行います。

労働局許可

無料職業紹介所

【最近の支援センターの様子】
最近は利用者さん自身や、利用者さんのご家族が介護保険を利用されている方も多くなってきま
した。そのため、障がい福祉サービスから介護保険サービス利用への移行や、または並行して利用が
出来るように、介護保険のケアマネ―ジャーさんと連携を取りながら、支援を進める機会も増えて
きました。
支援センターきつねあなとしては、利用者さんやその家族が安心して生活ができるように、介護
保険についても理解を深めて行きたいと考えています。それは介護保険側の支援者も同じ思いのよ
うで、７月に羽島市のケアマネ―ジャーさんに向けて障がい福祉サービスについて話をする機会を
頂きました。ケアマネージャーさんからも、いろいろと話を聞いて、知識を深めたいと思います。
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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）

4 月から新しく入ってきた子どもたちも、かみなりくんに慣れ、元気いっぱい活動しています。ペープサート
（こぶたぬきつねこ）、パネルシアター、サーキットなど興味ある活動が増え、充実した時間を過ごしています。

かみなりくん初の試みで、体験学習の一環として GW に喫茶店
に出かけました。
行き先は揖斐川町にある「リライフ」というお店。 元スタッフが
経営しているお店なので、打ち合わせもバッチリです。
当日、行く前から子どもたちは、ソワソワ☆ウキウキ！行くよ‼の
合図でダッシュ、車に乗り込み、いざ出発です。
店内に座ると少し緊張気味の様子で注文。ワクワクしながらイス
に座って待てました。注文の品が出てくると、真っ先に好きなものを食べる子、口に生クリームをいっぱいつけて
満面の笑みの子、初めての喫茶店に緊張したままぎこちない様子で食べる子、それぞれにとてもいい体験がで
きました。これからも、こうした社会活動の機会を増やしていきたいです。

大きいお姉さん、お兄さんたちと一緒に積み木のワークショップに参
加しました。どんなものを作ろうかと迷いながら積み木を高く積み上げた
り、みんなが作った大きな家に入ったりと楽しく活動出来ました。
最後は、「積み木の家壊し隊（たい）」に任命され、ヘルメットを被っ
て、立派に解体作業を完了しました。

貼り絵は、今回からは日本昔話シリーズに挑戦です。「桃太郎」「浦島太郎」の 2 作品をあっという間に作り
上げました。次回は、夏休みに制作予定です。何ができるかお楽しみです。

次回作も
お楽しみに。

桃太郎

浦島太郎
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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。
暑い夏がやってきましたね。厳しい暑さのなかでも子どもたちは元気いっぱい。額に汗をにじませ
ながら遊ぶ姿が見られます。

☆歯みがき指導
歯科衛生士さんから、歯みがきの重要性や正しい歯みがき方法を
学びました。虫歯になりやすい部分や乳歯・永久歯についてのお話、
歯をみがいてあげる時の姿勢や環境についてのお話等をしていただ
きました。お母さんたちはとても熱心にお話を聞いてみえました。
実際の歯みがき指導では、子どもたちは歯ブラシに興味を示し、
自分で歯ブラシを持ってくわえる姿が見られました。
質問タイムでは、
「歯みがき粉は必要か」
「歯みがきは食後 30 分に
したほうがよいのか」等の質問がありました。歯みがき絵本の読み

なるほど～。

聞かせもしていただきました。歯科衛生士さん、ありがとうございました。

☆歯科衛生士さんからのアドバイス☆
・まずは歯ブラシに慣れることから！
食後、お子さんの機嫌の良い時に歯ブラシを持たせて
あげたり、磨いてあげたりしてください。
・気になった事があれば、なるべく早く歯医者さんに相談
してください。
はみがき
できるかな？

小さいうちから、歯医者さんに慣れさせましょう。
・お子さんに歯ブラシを持たせる時は、目を離さないよう
に気を付けてください。

【子どもの成長】
物事に対し、自己主張が見られるようになり、意見がぶつかり合う中で思うようにいかないと、寝転
んで泣いたり、おもちゃを投げて気持ちをぶつけたりする姿が見られます。そのような場合は、子ども
の気持ちに寄り添いながら、いけないことはなぜいけないのかを伝え、物を大切にすることや「こっち
にする？」と選べる余地を用意するなど、子どもが納得できるまで丁寧に関わるようにしたいものです。
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☆8 月の行事予定

☆子育てひろば 親子の月別利用組
数

障がい児親子

日時

行事予定

の利用組数

1（木）～30（金）

自由あそび

109 組

24 組

9：30～14：30

5月

116 組

30 組

6月

124 組

34 組

月

利用組数

4月

8/13（月）～15（木）はお休みです。

☆9 月の行事予定
日にち

行事予定

日にち

行事予定

3（火）

お姉さんとあそぼう

17（火）

楽しいリトミック

5（木）

不思議な砂であそぼう（室内）

19（木）

作って遊ぼう

10（火）

手作り絵本のうたあそび

20（金）

作って遊ぼう

12（木）

はじめてのキッズ☆ダンス

24（火）

布のおもちゃであそぼう

13（金）

木のおもちゃであそぼう

26（木）

8,9 月生まれのお誕生日会

・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 9：30～14：30

★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

「ケーキ」を制作中です。イチゴのショートケーキ、チョコレートケーキ、抹茶ケーキ…。どんなケー
キができあがるのか、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。
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

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

★はしま広域ファミリー・サポート・センター

Tel（058）391-1228

【ファミサポ利用時の病気のお子さんの最小利用月齢変更について】（平成 31 年 4 月 1 日付）
より安心安全なサポートをさせていただくため、本年度より以下のように変更いたします。
みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
❖病気の時の最小利用月齢
変更前 2 か月 → 変更後 7 か月
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今年度も 9/4・5・10・11 の 4 日間かみなり村北館 2 階において「提供会員養成講座」を開催します。
地域で子育てを支える仕組み、
「はしま広域ファミリー・サポート・センター」では、子育て中のパパ、
ママを地域でサポートしてくださる「提供会員」が必要です。子育て経験のある方、子育て支援に興味
のある方、あなたの経験とスキルを活かして、サポート活動に一歩踏み出してみませんか。
研修の内容は子育てや、孫育てにも役立つものです。養成講座に参加し、ぜひご登録ください。
皆さまのご参加をお待ちしています。講座の詳しい内容については下記をご覧ください。

★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
【日時】 9 月 4 日（水）
、5 日（木）
、10 日（火）
、11 日（水）
9：00～16：35（※日によって異なります）

【場所】 かみなり村北館 2 階（羽島市正木町坂丸 2 丁目 63 番地）
【参加費】無料 ※申し込みが必要です。
昼食は各自でご用意ください。
【定員】 30 名

※定員になり次第、締め切ります。

【講座内容】
開催日

時間
9：00～9：10

内容
開講式
ファミリー・サポート・センターのしくみ

9：10～11：00

体調の悪い時の遊び

9/4（水）

9/5（木）

9/10（火）

9/11（水）

サポーターの心得

11：10～12：40

チャイルドシート講習

13：10～14：10

楽しいレクリェーション

14：20～15：50

子どもの発達と心理

9：00～12：00

児童虐待の現状とその家族への支援のあり方

12：10～13：00

哺乳・授乳・離乳について
（ランチョンセミナー形式）

13：10～14：40

子どもの食事と食育

14：50～16：20

小児看護の基礎知識

9：00～10：30

子どもの栄養と食生活

10：40～12：10

発達に心配のあるお子さんの理解と家族支援

12：40～14：10

交流会・体験談・ヒヤリハット

14：20～15：50

おもちゃづくり

9：00～12：00

幼児安全法（受講証あり）

12：30～13：15

脱水症対策と経口補水療法

13：25～14：55

子どもによく見られる病気

15：05～16：35

修了式・登録会
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★病児保育室かみなりくん

Tel（058）394-0112

【病児保育室かみなりくんの最小利用月齢と土曜日の利用時間の変更について】（平成 31 年 4 月 1 日付）
より安心安全な保育看護をさせていただくため、本年度より以下のように変更となります。
みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

❖最小利用月齢
変更前 2 か月 → 変更後 7 か月
❖土曜日の利用時間
変更前

8：30～17：30 → 変更後

グループホーム ゆうやけこやけ
共同生活援助／短期入所

8：30～11：30

かみなり村西館 羽島市正木町坂丸二丁目 78 番地
Tel 058-322-6079
Fax 058-392-1050
E-mail：aloha.roba＠volavola.org（担当 神山菜）

6 月 15 日、ホーム旅行で鳥羽水族館に出掛けました。
トドやジュゴン等なかなか見ることの出来ない生き物に
みなさん興味津々。カニや伊勢海老の水槽を見て思わず
「おいしそー。
」なんて声も聞こえました。アシカのショーやペンギン
のお散歩もあり、短い滞在時間でしたがしっかり楽しむ事が出来ました。
水族館の後は展望レストランでの昼食タイム。事前に海鮮丼とミック
スフライ定食から好きな方を選んでいただきました。新鮮なお刺身
や大きなエビフライを前に、「おいしいねー。
」と会話も弾んでいま
した。
入居者の方が増え、みんなそろっての外出は難しくなってきてい
ますが、ホーム旅行はみんなが楽しみにしているイベントです。グ
ループに分けるなどの対応をしながら、今後も企画して行きます。

お知らせ

アイガモ飼育はじまりました！

以前より福祉業界では農福連携の取り組みが進められていますが、ボラ協
でまた一つその取り組みが増えました。アイガモの飼育です。アイガモ農法
で活躍するアイガモを雛から放鳥できるまで飼育する仕事を始めました。
受注先は、アイガモ稲作研究会でＪＡと連携して実施しました。
広報紙「くろーばぁ」がみなさまのお手元に届く頃には、田んぼの放鳥後
なので、ほとんどのアイガモが巣立った後ですが、一部はかみなり村西館前
の「アイガモ園」でアイガモの共同生活援助？が始まっています。
みなさまの見学お待ちしています。
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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 番地
TEL ：058-372-3437
FAX ：058-392-7380
Email：moana@npo-vola.org

日中は暑い日も増えてきましたが、外での活動やおでかけには心地よいこの頃です。
梅雨の時季に入り雨の日もありますが、６月は特別支援学校からの実習生さんも加わり、いつも
に増して館内ではにぎやかな活動の様子が見られます。
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
◆ 音楽療法

第１・３金曜

運動療法

第２金曜

音楽療法

◆

４月の音楽療法、この日は長年ピアノでお世話になっ
てきた小森先生に来ていただく最後の日でした。いつも
どおりに進む音楽療法の時間でしたが、終わりに職員・
利用者のみんなから、いきものがかりの「ありがとう」
の歌でお礼の気持ちを伝えました。実は、親しんでいた
先生を思いこの日のために練習を重ねてきました。思わ
ず涙がこぼれる素敵な歌声でしたね。
小森先生、本当にありがとうございました♪

◆ 空き缶つぶし ◆
ほろほろメンバーは、週２回「空き缶つぶし」の活動をしています。
６月になり日差しが強くなってきましたが、まずは外で空き缶を潰していきます。転がしてある缶
の真ん中を踏んだ後、頭と底を踏んでぺちゃんこの状態にします。これはＦくんが特に手際よく大活
躍！潰した缶は利用者さんが替わりばんこに１０個ずつ数を数えながら資源回収用の袋にいれてい
きます。この日の結果は２０８個！表に潰した個数を書き込み終了です。みんなでコツコツ潰した缶
の合計が８０００個になるとご褒美があるとか―(^^♪ 目標に向かって頑張っています‼

◆ 積み木ワークショップ

◆
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４月３０日、渡辺武子先生のご紹介により、ワークショップの豊田さんに
来ていただき、
「積み木ワークショップ」が北館で開催されました。
山ほどあるいろいろな形や大きさの積み木を目の前にし、ワクワクした様
子の皆さん。北館だけでなく、本舗・でいあい・児童などの利用者さんが集
まり、思い思いに積み木に触れ、いつもとは違った時間をすごしました。

一人で黙々と積み木を並べる人、職員と一緒に積み上げる人、先生
のアドバイスを受けて、人もくぐれるような円筒型のドームを作るグ
ループなど様々でした。ここでは紹介しきれず残念ですが、こんなに
多くの積み木を扱う機会も珍しく、貴重な体験でした。
ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

Vol. 14
手のひらには、生まれる前に決めてきた才能や使命、幸運の
しるしが載っています。悪い手相はありません❤
あなたの手にもあるか、宝探しをしてみませんか？
探してみませんか？
生命線が途中で途切れているので、少し不安になっ
ている方はみえますか？
開運未来流手相では、これを「素晴らしい出会いが

『 スーパー
出会い線♪」
線が途切れています

ある手相」とお伝えしています！
あなたのそれまでの人生を変えるような、人生の師やメンター、本などと
出会える素敵なしるし❤ 途切れのある位置で、
「出会い年齢」も判ります。
この手相は、でいあいのＫさんの左手に発見しました。Ｋさんの「出会い
年齢」は３５歳でしたが、ちょうどその頃にそんな出会いがあった、と嬉
しそうに教えてくれました(*^^)v 良かったですね～♪
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Ｂｙ

クリスタル佐織

かみなり村本舗

多機能型事業所

☎058-322-8931

担当：後藤

E-mail atelier-moccle@volavola.org

【かみなり村にアイガモがやって来た！！】
ある日突然、かみなり村にアイ
ガモがやってくることになり、もっくるのみんなとお世話するこ
ととなりました。しかもその数、なんと 130 羽！！
もっくるの利用者さんと一緒に毎日小屋の掃除と餌やりなど頑
張りました。
小さいヒナのうちはまだ掃除も簡単でしたが、3 週間程で、3 倍
は大きくなってしまい、飼育小屋はすぐに手狭に感じるほど。鳴
き声もピヨピヨからグァグァッに声変わり、すっかり大人のアイ
ガモに変身。
賑やかな飼育小屋の中でみなさん

来た初日はこんなヒナ達が…

一生懸命にお世話をしました。
集めた、床に敷いたもみ殻や、アイ
ガモの糞などは畑の堆肥として本
舗の畑にある牛糞と一緒に混ぜて
発酵させて再利用します。
お預かりしてから約 40 日後、アイ
ガモ達は田んぼで活躍するため次
の場所に行ってしまいました。
今は西館に残った 10 羽近くのアイ
毎日小屋掃除頑張りました

3 週間でこんなに立派に！

ガモ達が元気に過ごしています。
かみなり村に来た際は是非アイガモの様子を見に来てくださいね。

【アロハアイナ岐阜】
先日、岐阜駅北口において「アロハアイナ岐阜」が行われま
した。天気が心配だったのですが、当日はよく晴れ、ハワイ
アンな一日となりました。
かみなり村本舗も、今年もハワイアングッズを沢山持って、
出店してきました。
本舗の商品は、リピーターの方も多く、遠方から見えた方は
年に 1 度、ここでしか買えないと言われ新作のバッグなど
沢山お買い上げいただいたりしました。
今年の目玉は、
「小人の帽子」という新商品。鍋掴みなどに
も使えるこの商品。とても可愛らしくインテリアとしても面
「小人の帽子」は注目度 No1!

白いと評判でした。
今年も沢山のお客様がいらっしゃって、イベントは大成功でした。

来年も色んなお客様に買って頂けるよう新商品を頑張って作っていきます！
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【今年のもっくるは、いきものがかり】
もっくるでは製材したおが粉を使った
バイオトイレを使用しており、使用済みのおが粉は裏の畑に堆肥
にするため積んで発酵させています。
そのおが粉の山に、カブトムシが卵を産み付けにきて、沢山のカ
ブトムシの幼虫が発酵したおが粉を食べて良質な堆肥に変えてい
るのです。
そのカブトムシを本舗で育ててみることになりました。
かみなり村本館の庭の奥に実はカブトムシ小屋があり、そこでサ
ナギから成虫になるまでの間お世話をします。とは言え、成虫にな

カブトムシ小屋で飼育中

るまでは決して触ったりしてはいけないらしく、ただひたすら羽化する
まで待つだけなのですが。
6 月の現在は 1 匹が羽化し、他はまだ成虫にはなっていませんが、数匹は
もうサナギで、あと少しで羽化しようかとしている段階です。
うまくいけば今回成虫になったカブトムシは希望者にお譲りしようと考
えています。カブトムシに興味のある方は、一度かみなり村北館までお問
い合わせください。数に限りがありますので無
い場合もあります。ご了承ください。
【夏の野菜】
今年も本舗の畑では、茄子、トマト、キュウリ、
インゲンの収穫が始まりました。
これから夏に向けて、シシトウ、ピーマン、ト

カブトムシのさなぎ

ウモロコシも採れる予定です。
暑い中みなさん畑作業を頑張っています！
採れた野菜はかみなり村北館で販売しています。是非お買い求めください。

【新しい内職の仕事】
☆ふくふくでは、4 月から内職のお仕事を頑
張っています。
100 均で並ぶ商品で、カットクロスを折りた
たみ、シールを貼って袋詰めをして納品しま
す。毎回違う柄で、みんな楽しく作業をして
います。
とてもキレイに仕上がっていると、お褒め
の言葉をいただきました(*^o^*)✌️

色んな柄があって可愛いです
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丁寧な作業を心掛けています

【朝の清掃活動】
朝は時々みんなで、ふくふくからほうきやちりとりを持って行き、東駐車場の道
路をキレイにはいています。

【スプーンに使われている木の話：第三回】
スプーンの材料３回目は、ケヤキとトチノキです。
「ケヤキ」
ニレ科の落葉高木で山野に自生するほか、庭木・街路樹・公園樹に植えられてい
ます。大きいものでは、樹高４０ｍを超える物もあります。寿命も長く１９本のケヤキが国の天然記念物に
指定されています。中でも山形県東根市の東根小学校にある、東根の大ケヤキは、樹齢１５００年で幹周り
が１６ｍもあり我が国最大のケヤキです。
ケヤキを県木や市町村木にしている所も多く、宮城県・福島県・
埼玉県が県木に指定し、市町村木は全国で８０市町村が指定してい
ます。ちなみに岐阜県の県木はイチイ、羽島市はカイズカイブキが
指定されています。
材は木目が綺麗で、磨くと光沢が有り重硬で狂いが少なく非常に
硬いです。湿気にも良く耐え保存性が高いので用途が広く建築用
材・家具・什器・臼・太鼓の胴などに使用されています。特に神社
仏閣の建築には欠かせません。辺材（しらた・白材）はあまり使用
されず、心材（赤身材）が使用されます。
「トチノキ」
トチノキ科の落葉高木で、山地に生え３０ｍを超える大木もみられ、公園・街路樹にも植えられます。パ
リのマロニエ（セイヨウトチノキ）の街路樹は有名です。人とのふれあいも多く、実は縄文時代から食用に
されていました。田畑のない山村では大事な食料源でもありまし
た。現在もトチ餅・トチの実せんべいに、花は蜜が多く養蜂で蜜を
採種しています。
材は散孔材で肌目は細かく一般に材面は絹系光沢を示します。芯が
黄金がかった黄色で、周辺は白色調。綺麗な杢目がでることが多い
です。用途は器具材に用いられることが多く楽器・玩具・家具・建
築用材にも使われています。巨木になり、大材が得られるのでかつ
ては臼や木鉢・盆の材料にされていました。

月曜日～金曜日

９：００～１４：３０営業中

【営業時間の変更のお知らせ】
カフェモアナは７月から９：００から１４：３０の営業となります。ご了承ください。
【ランチのご予約承り中】
カフェモアナではランチのご予約を承っております。 ６００円＋ドリンク１５０円
要予約

カフェモアナ（０５８－３７２－３４３７）までご連絡ください。

かみなり村北館には、ふくふくの新作が置いてあります。是非ご覧ください！
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毎週土曜日１８：００～２２：００営業中
【リアルミュージック♪】
毎月第４土曜日

～みんなで楽しもう！おんがくひろば～

１８：３０～１９：３０

・第一回 4/27(土) ライブ
♪アコーディオン演奏 フルサワさん
♪ウクレレ演奏

土方さん

となりのトトロからハナミズキまで。バラエティー豊かなライブでした。
・第二回 5/25（土）第三回
♪ウクレレ演奏 土方さん
♪ウクレレワークショップ

6/22（土）
ハワイ航路～オーシャンゼリゼなど
ウクレレに触ってみよう。 弾いてみよう。

・次回は 7/27（土）
・8/24（土）
・9/28（土）を予定しています。
皆さん是非気軽に遊びに来てくださいね！！
ウクレレはかみなり村にもありますので、自由に使って頂けます。初めての方！大歓迎です！

研修会 「地域で支える～生きづらさに寄り添って～」Vol.1 を開催しました！
報告

昨年度に引き続き、今年度も「地域づくり」をテーマにした研修会の開催を行っていきます。

去る 5 月 19 日（日）13：30 より羽島市福祉ふれあい会館
において、
「地域で支える」第 1 回目を開催しました。基調
講演では、子どもセンターパオの理事で弁護士でもある高橋
直紹さんを講師に迎え、事例紹介を交えながら、子ども・若
者支援の現状と課題についてご講演頂きました。生きづらさ
を抱えながらも前向きに生きようと努力する子どもたちの姿
は、適切な養育環境や支援があれば自立できることを物語っ
ていました。
パネルディスカッションでは、合掌苑施設長の成澤武史さ
んと Ohana 統括管理者の味岡和子さんに、コーディネーター
役の今井真美さんが加わり、子ども・若者支援のあり方につ
いて意見を交わしました。
ここでは、子どもは地域の宝物として社会全体で育て、愛
すべき存在としてあることを主張し、児童養護施設での生活
は決して不自由ではなく、家族と暮らすことができない子ど
もは不幸という偏見を改めるよう求めました。次に入所中の
支援はもとより、退所後の支援（アフターケア）の重要性に
も触れ、仕事と住まいの確保による経済的な自立だけでなく
家族や信頼できる大人の存在こそ必要だと述べられ、子ども
たちとの信頼関係を築くことが大切だとまとめました。

★「地域で支える～生きづらさに寄り添って～」Vol.2 のご案内
日時：2019 年 8 月 18 日（日）

13：30～16：30

詳細はボランティア協会のＨＰ、チラシ

場所：羽島市福祉ふれあい会館 2 階地域ふれあいスペース
講師：セーラー服の歌人 鳥居さん
※参加費は無料ですが、事前申し込みが必要です。
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でご確認ください。

NO.10

（ちびっ子 3 人組）

（蕎麦打ち！） （幼稚園遠足♪）

（りえちゃん・よしちゃん手作りｹｰｷ）

（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱさんと腕相撲）

（金華山展望台で昼食＆登山をしたよ）

（ｱｲﾛﾝﾋﾞｰｽﾞで作った猫）

（折り紙で作った蓮の花）

（ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙおじさんと五平餅作り♪）

（小学校の運動会）

＊今回は行事が多かったので、写真をたくさん入れてみました(*^_^*)
＊皆様の支えもあり、子どもたちは元気に日々過ごしています♪いつもありがとうございます！
＊ゴロゴロくんに寄付をいただいた方＊（R 元年 4～6 月）
ご協力ありがとうございました。

＜寄付品＞（順不同）

今後ともご協力を宜しくお願いします。

ご近所の方々,りえちゃん・よしちゃん（ｹｰｷ）,

(例えば：洗濯用洗剤、ﾃｨｯｼｭ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、

ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙおじさん,その他匿名多数

ｷｯﾁﾝ洗剤などの生活必需品、お菓子等)
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お

は

な
自立援助ホーム

№2６

ホーム長 前田

現在の Ohana の家！

―Ohana とはハワイ語で家族・仲間の意味です―

現在 Ohana の家では 5 人の子どもたちが生活しています。子どもたちの様子を少し紹介します。
Ｒさん 仕事も学校も頑張ってます。今月で 20 歳になりました！
Ｓさん 学校とバイトで忙しい日々を過ごしています！
Ｍさん 介護職員初任者研修の資格を取得しました。一人暮らしに向けて準備中！
Ｈさん 笑顔が素敵です。介護の資格取得を目標にしています！
Ｈさん バイトの掛け持ち頑張ってます。ヘアアレンジが得意です！
Ohana 基金への寄付のお願い

Ohana に寄付をいただいた方
（2019 年 3 月～6 月）
＜寄付金＞(順不同・敬称略)
味岡和子、神山稚加、浅井信一、横山正樹、
(有)雷屋、丹羽いずみ、松尾尚美、キフジン
金尾恭子、その他匿名

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。振込先は本紙の 22 ページをご確認ください。

＜寄付品＞
鍬田逸雄、田中美奈子、安田和代、栗木敏行、

今年も 8 月 3 日（土）に毎年恒例の BBQ パーティー

ナイスデイなかま、萬浪博治、伊藤知子、和田誠
井戸秀樹、渡辺洋子、辻井孝明、その他匿名

いつもありがとうございます！

を開催します。退居した子どもたちに会えるのを今から
楽しみにしています！

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。元号が令和になり気持ちも新たにみなさんそれぞれの生活をされています。
4 月から GH 健康促進住宅はイベントが目白押しでした。5 月には「湯あみの島」と「ナガシマスパーランド」へ、6 月
にはみんなでバーベキューをしました。湯あみの島では温泉やランチバイキングを楽しみ、ジャズドリームで買い物
もしました。ナガシマスパーランドでは新しくなったアトラクション「白鯨」にも乗り、様々な乗り物を楽しみました。

今年度 1 回目のバーベキューは、少し雨が降っていましたが、たくさん食べて飲み、楽しい時間になりました。
今年はホタルを見に行けなかったので、来年は見に行きたいです。
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児童福祉施設退所者等アフターケア事業×居住支援法人

事情のある子ども達の住まいに関して、いつもご協力いただいております
岐阜チンタイ管理事務所さんから商品券５万円のご寄付を頂きました。
ありがとうございました！！

ぎふ職親プロジェクトの登録企業さまが 30 社となりました。
また職親サポーターも１社１団体のご協力頂けることになりました。

衣類、布団等、ご寄付頂きました。ありがとうございました！！
安田和代、伊藤知子、新間善恵、田中美奈子 （敬称略）

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頂いています。生活に必要なもの（洗濯機や冷蔵庫、
コンロや掃除機…その他生活に係る日用品など）で使っていないものがあれば、

ぎふ職親
プロジェクト HP

是非ご連絡ください。お待ちしております。
Lala の部屋 058-322-5066 lala@volavola.org 味岡、水野、吉田
Lala の部屋 HP

ボランティア協会では、物品のご寄付や基金へのご寄付なども受け付けています。ご協力をお願いいたします。

～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

員 年額 1,000 円

大垣共立銀行羽島支店
普通 1150877
■賛 助 会 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
岐阜羽島ボランティア協会
■広 告 賛 助 会 費 年額 20,000 円（広報紙年 4 回掲載）
■Ｏ ｈ ａ ｎ ａ 基 金 大垣共立銀行羽島支店
■一 般 寄 付
普通 1126391
十六銀行羽島支店
普通 1327927
口座名義 社会福祉法人
岐阜信用金庫東羽島支店 普通 0170567
岐阜羽島ボランティア協会
大垣共立銀行羽島支店
普通 904060
■一 般 寄 付 大垣共立銀行羽島支店
ぎふ農協正木支店
普通 0008373
普通 1126362
口座名義 社会福祉法人
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
岐阜羽島ボランティア協会
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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

この枠の広告を 20,000 円で募集！！

広告掲載をご希望の方は

年間通して 4 回掲載します

ボランティア協会事務局まで。
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ご寄付ありがとうございました。
2019 年 3 月 21 日～2019 年 6 月 20 日まで
みなさまからの温かい浄財は行き場のない子どもの

8 月 4 日（日）かみなりマーケット（夏まつり）

立ち直り支援や生活困窮者支援など法律・制度では

18 日（日）地域で支える②(研修会)

補えない活動に活用させて頂いております。

羽島市福祉ふれあい会館にて

太田岩雄 小椋井香保 ウェルハート和田

10 月 6 日（日）かみなりマーケット

社福寄付金 ㈲雷屋 松尾尚美 一燿会（淺野滿

26 日（土）地域で支える③（研修会）

泉吉弘 井戸秀樹
子ども・子育て支援基金

橋本麻記子

奥住信治 山田美加 白木一

神山稚加

奥住信治 川合宗次

ＮＰＯ寄付物品 岩田巌 馬場正子

田内敏夫 ㈲雷屋

今井田たきゑ

松原重信 匿名 2 名

ＮＰＯ寄付金 井田琴美 野々村千惠子 淺野滿 篠田義人
吉川美知子

遠藤猛

篠田智美 鷲見彰一 山田光宏）

小島きぬ

西村栄子 松尾尚美 西田憲司

林和子 竹中智子 小島きぬ

（順不同・敬称略）

社福寄付物品

9 月 1 日（日）かみなりマーケット

宇都宮徹 奥住信治 坂倉邦子 三輪壽子

西田真美 柴田勝 吉田接骨院 河合恒子 空天丼 伊藤房子 喫茶二条

山田美加

永田ルミ

花村重男 杉山武子 島田万乃 青山恵子

廣瀬元三

坂下繁 井上洋一

坂田田壽子 森井佳子

服部治子 中村正誠

金尾雄孝

浅井照子

大野哲緒 匿名 1 名

ＮＰ０広告協賛 ㈲サンエールダスキン羽島 おおつか畳店 （医）充仁会岩佐医院 奥住・芝田会計事務所
糸井川歯科 ㈲エイワンモータース ㈲プラス 弁護士法人さわやか法律事務所 龍栄堂・山口表具店 ㈲雷屋

ＮＰＯ賛助会費（個人）田内敏夫 伊藤文代 青木繁子 田中忠光
奥口みや子

広瀬すみ子 竹村美智子 中島みのり

ＮＰＯ賛助会費（法人）家具ショップゾン

豊田敦子

野々村千惠子 柴田登奈美

野々村十九一 匿名 1 名

（医）充仁会岩佐医院

奥住・芝田会計事務所

㈲ペンテック

羽島ロータリークラブ ㈲エイワンモータース ㈱カミノ 羽島高速鉄道高架㈱ 岐阜羽島バス・タクシー㈱
㈲東海鈑金

㈱岩正商店 ㈲プラス

㈲前澤葬儀社

日東工業㈱ 弁護士法人さわやか法律事務所 ㈱川瀬組

㈱田中工務店 ㈱ワークショップ ㈱中部自動車工業

河合モータース 稲垣米穀店

㈱文溪堂 ぎふ農業協同組合

㈱奥田工業

㈱セイコー

㈱清芳屋

㈲雷屋

㈱江吉良保育園

㈱サンウエスパ 昭和建設㈱

㈱高陽社 丸栄コンクリート㈱

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）

コメダ珈琲コスモスポーツプラザ店

（羽島市福寿町）

スノーヴァ羽島

（羽島市福寿町）

むねちゃんラーメン本店

（羽島市福寿町）

コスモスポーツクラブ羽島

（羽島市福寿町）

むねちゃんラーメン神戸店

（安八郡神戸町）

コスモボウル羽島

（羽島市福寿町）

がってんむねちゃん

こんがり家

（羽島市舟橋町）

広瀬歯科医院

（羽島市正木町）

ギャラリーみのり

（羽島市足近町）

美容室 スタイルボックス

（羽島市正木町）

美容室ル・レーブ

（羽島市正木町）

道とん堀 羽島店

（羽島市竹鼻町）

居酒屋 ふるさと

（羽島市小熊町）

ミセルマムマム

（羽島市竹鼻町）

マリオン 羽島インター北店

（羽島市舟橋町）

花水仙

（羽島市正木町）

回転寿司 鮮

（羽島市足近町）

(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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