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イラスト： A．T & I．S
【子どもの生きる権利と「居場所」】
子どもセンターパオでは、子どものシェルター丘のいえと自立援助ホームぴあ・かもみーるで、虐待
などによって家庭にも地域にも居場所を失っている 10 代の女性に家庭的な居場所を提供して 2020 年
で 14 年になります。丘のいえ入居第１号の 16 歳の女性は成人男性との子がお腹にいる状態でその男性
によるＤＶ被害を避けるために、他に彼女を受け入れる施設がないという状況で丘のいえに児童相談所
の保護委託で入居しました。無事出産までの短期間丘のいえで過ごした彼女は、わが子を抱いて丘のい
えを旅立つ時の感想に「保護された感じでなくて楽しかった」と言ってくれました。彼女は幼い頃から
親の虐待、家出などで何度か「保護」された体験をしていたのです。私は彼女から最高の評価をいただ
いたと本当にうれしくなりました。パオのリーフレットに「どんなあなたも

すてきなあなた あなた

のままでいいんだよ」と書いています。子どもたちが安心して自分らしく生活して、虐待で否定され、
引き裂かれたアイデンティティを取り戻し、回復する居場所が自立支援に不可欠です。
子どもの権利条約をやさしく解説する「世界中の子どもの権利をまもる３０の方法」という本（2019
年 10 月発刊）には、子どもの生きる権利として「どの子も安心して人間関係をつくり合うことができ
る場所が保障される」としています。
学校に居場所を見出せない不登校の子どもたちにも、文科省は、2019 年 10 月支援のあり方を示す通
知を発し、不登校を問題視せず、学校以外の居場所で学ぶことの支援へと大きな潮流の変化が生まれて
います。居場所は、物理的な場所や施設でなく、自分の存在を認められ、安心して自分らしくしていら
れる場、ありのままの自分を受容してくれる「隣る人」のいる場なのだと思います。
弁護士・NPO 法人子どもセンターパオ理事長 多田元
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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。

生活介護は「コンテナのアオキ」、グループホームは「でこぽん」
昨年 12 月に完成した生活介護は「コンテナのアオキ」（現在、開設に向けて準備中）、2 月末完成予定
のグループホームは「でこぽん」と事業所の名称が決定しました。（名称の由来は事業所にお尋ねくださ
い。
）今回は、完成したばかりの「コンテナのアオキ」についてハード面と運営についてご紹介します。
「コンテナのアオキ」は鉄骨造平屋建て 2 棟、延べ床面積 368.76 ㎡（約 111.7 坪）で 22 個の JR コンテ
ナを活用して出来ています。施設は、センタホールを中心にアンテナショップ、個室、トイレ、事務室、
厨房などを配置しています。事業内容は、生活介護（当初定員 20 人）を中心として相談支援分場を実施
し、
「地域生活支援拠点」として、かみなり村の中核となります。
また、地域への公益的な取り組みとして、平日に不登校児童等のたまり場「フリースペース」
、土曜日
には、
「子ども食堂」の開設も予定しています。現在、フリースペースと子ども食堂の企画内容を検討中
です。ボランティア募集中ですので多くのご参加をお願いします。

コンテナのアオキ

その名の通りコンテナを組み合わせています。

でこぽん

東棟と西棟とに分かれています。ただ今工事中です。

先述のとおり、来年度より子ども・若者の居場所づくりの一環としてフリースペースを開設いたしま
す。そこで、フリースペースの運営、子ども食堂のお手伝いをしてくださるボランティアさんを募集し
ています。地域の子どもたちを支えるために、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。興味関
心のある方は、ボランティア協会事務局までお問合せください。お待ちしています。

☆助成金のお礼
生活介護事業所の建設にあたり、この度社会福祉法人清水基金様
より助成金を頂きました。建築資材にコンテナを活用し、個別支援
に適した空間を設けることで、利用者ニーズに対応したステキな施
設に仕上がりました。ありがとうございました。
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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

その他、音楽療法・ミュージックベル・パステル画・紙

毎週火曜日… ＴＶボーリング
毎週水曜日… 健康体操

粘土細工・季節の工作・ボーリング大会・カラオケ・各
種クイズ・マッサージ・あきかん隊・お花見などのお出

毎週木曜日… ビデオ体操・レクリエーション

かけも予定しています。

毎週金曜日… クロスワード

コスモス畑

市之枝のコスモス畑は新

図書館のでいあい作品 の展示

聞に紹介されるほどけっ

今年も１０月の初めから展示をさせていた

こう有名な所でした。私た

だき、利用者さんの作品をいっぱい飾りまし

ちが行った時もいろんな

た。テーマは“春の風 風船に乗って飛んで

所から多くの人がみえて

いけ～”

いました。

夏はこいの滝のぼり うちわで金魚が泳ぐ。

赤・ピンク・白・・・風に吹かれるままゆれていまし

秋にはコスモスでリース、そしてトレーナー

た。そのけなげな姿はどの人も笑顔にしてくれました。

に飾るブローチも作りました。

来年もその姿を見に行きたいものです。

いっぱい作った作品をみなさん喜んで見に
行ってくださいました。

かみなり村北館で開かれたオカリナ演奏
オカリナを伴奏にみんなで合唱して盛り

南濃町の月見の里の足湯

上がりました。音色に心癒されるひと時

気候も良く少しずつ紅葉も色づき、足湯につ

を過ごしてきました。

かると「気持ちいい～」と声が出ます。

オカリナは人の心にストレートに入ってくるのだと

顔もほころび話しもはずみ楽しい癒しの時

感じました。

間になりました。

その後、サポートセンターでも演奏して頂き、きれい
な音色に、みなさん聞き入っていました。

でいあいの壁画
季節を感じて頂いてほっこりするような、題材を選ぶのに時間がかかりました
が、スタッフで作りましたので見てくださいね(*^-^*)しばらく毎月飾ります。
おすすめは全部。これからもぜ～んぶです。

ニューフェイス
Ｈ.Ｔさん

職員研修

毎月 1 回、職員研修として「虐待防止」をテーマにした研修を行っています。12 月は特別に大阪か
ら講師をお招きし、「人々の抱える生きづらさとその支援」について考えました。
シンナーで少年院、アルコール依存症になり精神病院入退院 48 回、刑務所での服役を経て社会復帰
を遂げ、現在は依存症回復施設で支援員として従事する渡邊洋次郎さんを講師に迎え、利用者の気持ち
に寄り添うことや利用者目線での支援について学び、考えを深めました。様々な生きづらさを抱えなが
らも支援者として活動する渡邊さんのお話しから、たくさんの気づきを得ることができました。
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1 月～3 月の活動予定

土 曜 で い コーナー

各種ダンス（鈴木先生・北山先生・フラダンス

☺ 毎週土曜日、みんなで元気に活動中！☺

・ごぼう先生の DVD 体操 令和編）

☆10 月～12 月の活動・・・
工作（季節の作品・秋の果物工作、ハロウィングッズ、クリスマスグッズ作りなど）
、
DVD 鑑賞 カラオケ、ぬり絵、各種ダンス（パプリカ等）
、ドライブ、散歩
ゲーム各種

など。 楽しいイベントいっぱい！ リクエストお待ちしています。

★かみなり座からの活動報告
10 月 30 日（水曜日）午後 1 時 30 分～、でいあいにて発表会をしました！
毎度お馴染み水戸黄門のテーマソングに合わせて入場すると、お客さんからのたくさんの拍手でお出迎
え。早速、かみなり村チームによるフラダンスがはじまります。ハロウィンの仮装に扮したフラガール・ボ
ーイたちの息の合った振り付けに、たくさんの拍手が送られました。
一方でいあいチームは「笑いヨガ」でみんなの心と
体をほぐし、「手話うた」を披露。この日は特別ゲスト
に大正琴奏者の髙木さんを迎え、大正琴の伴走に合わ
せて懐かしのメロディーをみんなで歌いました。
最後は「パプリカ」
。音楽が流れると自然に体が動き
出し、お客さんも一緒に口ずさんだり、踊ったりしなが
ら楽しい時間を過ごすことができました。
4 月に新メンバーを迎え、日々練習を重ねてようやく迎えた発表会の日でしたが、全く緊張することなく
とても楽しくにぎやかに発表を終えることができました。
羽島北高等学校で公演しました。
12 月 5 日（木）13：30 から羽島北高等学校において今年度初の外部公演を行いました。いつもの
プログラムに加え、マイクを使って原稿を読み上げたり、高校生からの質問に答えたりもしました。
途中、音響の不具合に見舞われながらも、
「パプリカ」は大盛り上がりでした。体育館いっぱいに広がり、
高校生も一緒にパプリカを踊り出すと、利用者さんも次第にハイテンションになり高校生の輪の中へ。
みんなの本当に楽しそうな姿を見ていると、障がいがあってもなくてもみんなで一緒に過ごすこの時間
がとても楽しく、かけがえのない瞬間だと感じました。
この日は、CCN の取材もあり、カメラマンもスタンバイして
いたのですが、大勢の生徒を前にしても動じることなく無事に
ステージを終え、大歓声に見送られながら体育館を去りました。
羽島北高等学校の皆さま、お世話になりました。

<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。

ベルマークを集めています。

お問い合わせ  ０５８－３９３－０７５１

ご協力お願いします。
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（切り取ってなくても
かまいません）

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)

バリカム、干し物にはまっています!
昨シーズンより本格的に製造・販売を始めた安納芋の干し芋

ですが、今年はもっとおいしくお得にと

の思いで製造方法と内容量を変更して販売しております。
適度な固さがあり、歯ごたえがクセになると大好評です。黄金色のおいしい安納芋の干し芋

そのままで

も、少し焼いていただいても、とってもおいしいですよ！ぜひご賞味あれ！！干し芋はうわさによるとダ
イエット食品として注目されているようですよ。
でいあい職員の自宅でたくさんの渋柿が収穫されました。ありんこ店やサポセン内で渋柿を販売したと
ころ、「干し柿にしてくれたら買いたいわ！」と言われるお客様が多数みえました。
なんでも挑戦してしまうバリカム♪

干し柿を製造する事にしました。干し柿ができ

上がり、販売すると大量にあった商品が、即、完売してしまいました。来年も『市田柿』
ならぬ『安田柿』を製造販売したいと考えています。お楽しみに！
次は、何を干そうかな？（笑）

イベントの秋

今年も社員さんと共に各地に行って来ました！

10/5 （土） 笠松矯正展

/ 笠松刑務所

10/20（日） 健幸フェスティバル

/ 木曽三川公園桜堤サブセンター

11/9 （土） 清流園フェスタ 2019 /

清流園

11/10（日） 岐阜県障害者スポーツ大会秋大会
11/17（日） 手話まつり

/

メモリアルセンター

/ 可児市福祉センター

11/24（日） 福寿町公民館まつり
12/7 （土） 羽島特別支援学校

学校祭

土日に行われるイベントですが、休みの日にも関わらずイベントに参加したいお仕事大好き社員さんが
大勢みえ、順番が回ってくるのを待ってもらっている状態です。
今年も社員さん達が大活躍してくれました(^^)イベント先で知っている方の顔が見られると、社員さん
も職員もうれしくてテンションが上がり、はりきって頑張る事ができます。ぜひ遊びに来て下さいね！
イベント参加を楽しみにしている社員さん達のためにも、もっともっと色々なイベントに参加できたら
ありがたいなあと思っています。

フラワーパークに行きました
コスモスが満開の 11 月初め、江南フラワーパークに出かけました。フラワーパークに行くと知った、
携帯電話を持っている社員さんから「自分の携帯電話で花の写真を撮りたい！」との要望がありました。
全ての社員さんが携帯電話を持っているわけではないため、全員の社員さんに向けて相談をしてみまし
た。不公平にならにように「携帯電話を持っていない人には職員が撮った写真を希望があればプレゼント
しますよ！」と説明すると、快く「いいよ！」と言ってくれました。何のトラブルもなく、「この花キレ
イだよ！」などと写真を撮っている社員さんに教えてくれる社員さんがいたりして、反対にいつもより盛
り上がり、楽しそうにしていたように感じました。
5

広い敷地内には、色々な種類のコスモスをはじめ、色とりどりの花や、いい香
りのハーブなど、たくさんの植物が植えられていて、“映えスポット”がいっぱ
いでした。
散策途中、緑いっぱいの中、ベンチに座り“おやつタイム”、その日一番の笑
顔が見られました(^o^)

☆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

・トイレットペーパーの芯 ・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。
※紙製の固い筒（紙管）は回収できませんので、よろしくお願いいたします。
ペットボトルキャップも随時回収しています。2019 年 9 月から 11 月までに（有）海津化学ゴム様におさ
めたキャップは 468.62ｋｇ（201,507 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。

Vol. 16
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❤

付け根

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？
小指の下部に、手の側面から出ている小さい線は、「結婚線」です。
未婚の方の場合は、左手を見ますよ❤
年齢の見方は、若い人の場合は指の付け根と感情線

『結婚線』
………

の真ん中地点が 25 歳となります。
結婚運がある時や、お互いが大好き同士の時にも

感情線

自然と出てくる線です。
この手相は、ゴロゴロくんのＳさんの左手に発見しました！

今年ご結婚される予定とのことで、ちょうどこのご年齢なのですね♪
おめでとうございます❤ 幸せをお祈りしています～
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＼(^o^)／

Ｂｙ

クリスタル佐織

喜楽舎 ＮＯ．６５
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致します。
スタッフ一同

◇ドライブシミュレーター体験
11 月に保険屋の(有)プラスさんのご協力のもとドライブシミュレーター体験を行いました。主にでいあ
いと生活サポートで運転する方に体験してもらいました。ドライブシミュレーターは、パソコンの画面を見
ながらハンドルとブレーキ・アクセルを使って運転の体験をするもので、ゲーム感覚で臨みましたが、実際
の運転感覚と違い、シミュレ―ターのパソコンを見ながら運転することに慣れず、大変な様子でした。1 コ
ースを走行した上で「危険予測」の結果がデーター化され、どの部分が危険だったかがわかるものでした。
【体験者の感想】〇自身でも危ないと思うシチュエーションを再確認でき、改めて運転に注意しようと思っ
た。○思うように運転ができなかった。○色々な場面の運転をさせてもらい危険が多々隠れていることに気
づかされた。※今後も運転に関する研修を計画していきたいと思います。
◇2019 年度 第 2 回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
今年度、2 回目の運転講習会を下記の日程で行います。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：2020 年

2 月 15 日(土)・16 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
ハ

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）
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

車の寄贈ありがとうございました。
岐阜県愛のともしび基金様より、車の寄贈がありまし
た。車種はトヨタのシエンタで、色は目にも鮮やかなイ
エローです。7 人乗りなのに、コンパクトなフォルムで
女性スタッフでも運転しやすいと大好評です。送迎業務
を円滑に行うことができます。ありがとうございました。
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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、お電話ください。

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

もういくつ寝るとお正月～♪と思っていたら、あっという間に令和二年を迎えました。
みなさん！！身体動かしていますか？
今回は、岐阜市にある『岐阜県福祉友愛プール』と『岐阜県福祉友愛アリーナ』という施設で行われる
スポーツ教室等をご紹介します。

『岐阜県福祉友愛プール』
岐阜市鷺山向井 2563-18 ℡：058-295-1100 FAX：058-295-1020
メインプール（25ｍ×6 コース）
、サブプール、ジャグジーバス、更衣室（家族更衣室あり）、
トレーニング室あり
★アクア・ボール教室（音楽に合わせて水中運動を行う。）
1/11（土）
、2/15（土）
、3/14（土）

各 13：30～14：30

場所：岐阜県福祉友愛プール メインプール

対象者：障がいのある人
（一人で難しい場合は、介助者
と一緒に参加してください）

★イスでストレッチ教室

定員：各 15 名（先着順）

1/18（土）
、2/22（土）
、3/7（土） 各 10：30～11：30

参加費：無料

場所：岐阜県福祉友愛プール 2 階会議室
≪申込方法≫
教室開催 1 週間前まで受け付けています。申込方法は施設にご確認ください。

『岐阜県福祉友愛アリーナ』
岐阜市則武 1816-1 ℡：058-233-7500 FAX：058-233-7506
★車いすバスケットボール教室

1/18 日(土)

13：00～15：00

★バドミントン教室 2/2（日）
、2/29（土） 10：00～12：00
★卓球教室 2/8（土）
、2/22（土） 10：00～12：00
★フライングディスク教室

2/15（土）
、3/1（日）

10：00～12：00

★ボッチャ教室 2/16（日）
、3/8（日） 10：00～12：00
≪申込方法≫

対象者：障がいのある人
（一人で難しい場合は、介助者
と一緒に参加してください）
定員：各 20 名（先着順）
参加費：無料

教室開催 1 週間前まで受け付けています。申込方法は施設にご確認ください。
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〒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）

9 月から、2 才児の子供たちが 5 人入り、とても賑やかになりました。
新しく入ってきた子どもたちは元気いっぱい。スタッフは毎日走り回っています。その子どもたちも、
今では活動にすっかり慣れ、体操、ペープサート、パネルシアター、サーキット、散歩など興味ある活
動が増え、毎日充実した時間を過ごしています。

秋が深まり行楽シーズンになると、海津市南濃町にある月見の森に山登りに行っています。暖かい日
が続いたので、出かける機会も増えました。
最初は公園だけで遊んでいた子も、山登りに挑戦し、頂上まで登ると達成感が得られ、自信がついた
ようです。そんなある日、山登りの途中、サルに遭遇しました。すると、サルを間近で初めて見たＲく
んは、急にサルに向かって走り出し、スタッフが慌てて後を追いかけました。Ｒくんはサルと一緒に遊
びたい様子でしたが スタッフの声掛けで止まり、戻ってきてくれました。
その日は、麓の公園でもサルが木を揺すり、木の実を落としている光景が見られました。
外出は、色々なことが体験でき子どもたちの世界が広がりますが、危険もあります。子どもたちの好
奇心は果てしなく、時には予想もつかない言動に出ることがあります。安心安全に活動できるようスタ
ッフが気を配り、事故のないように心がけながら、今年も子どもたちと楽しく活動したいと思います。

クリスマス前のある日、中部商工振興会様よりお菓子の寄付が
ありました。山積みのクリスマスラッピングされたお菓子の詰め
合わせに子どもたちの目は釘付け。思いがけないサンタさんから
のプレゼントにみんな大喜びでした。ありがとうございました。

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：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。
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☆クリスマスの飾りづくり
12 月に入り、クリスマスの飾り作りを行いました。トイレットペーパー
の芯を使った、可愛いサンタとトナカイの飾りです。
1,2 才児はペンに興味を持ち、小さな芯に一生懸命お絵描きする姿が見ら
れました。
「かわいい！」「お家のツリーに飾ろうね」という親子の会話がたくさん
聞こえてきました。みんなはサンタさんに、何をお願いしたのかな？
「作ってあそぼう」では、毎月、遊べるかんたんおもちゃや季節に関係した
飾りなどを親子で楽しく作っています。
みなさんも、ぜひ遊びに来てくださいね。

☆子育てひろば 2 月の行事予定
日にち

行事予定

日にち

行事予定

3（月）

節分のパネルシアター

18（火）

不思議な砂であそぼう

4（火）

木のおもちゃであそぼう

20（木）

布おもちゃであそぼう

12（水）

おひなさまづくり

25（火）

おねえさんとあそぼう

13（火）

はじめてのキッズ★ダンス

27（木）

お誕生日会＆リズム遊び

14（金）

おひなさまづくり

・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

☆子育てひろば 親子の月別利用組
月

数
利用組数

障がい児親子

9月

163 組

54 組

10 月

129 組

47 組

11 月

161 組

59 組

・行事のない日は自由あそび 9：30～14：30 です

の利用組数

★おもちゃ図書館 かみなりくん

おいしそう♥

実施日時：毎月第１金曜日 10 時～12 時
製作中の「ケーキ」が遂に完成しました。ティーカップとポッ
トも付いて、とてもステキです。次は何が出来上がるかな？
お楽しみに。ボランティアさん、いつもありがとうございます。
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★病児保育室かみなりくん

羽島市正木町坂丸二丁目 95 番地
Tel（058）394-0112
E-mail：kosapo.kaminari＠volavola.org

風邪やインフルエンザが流行っています。
「病児保育室かみなりくん」では咳のないお子さんにもマスクの着用をお願いしています。
ご協力よろしくお願いいたします

★ファミリー・サポート・センターかみなりくん

Tel（058）391-1228

★はしま広域ファミリー・サポート・センター
去る 10 月 17 日と 11 月 21 日「はしま広域ファミリー・サポート
ト・センター・子育てスキルアップ研修」として「タッピング
タッチ基礎講座 A」と「タッピングタッチオリジナル講座」を
開催しました。
シンプルで安全、誰にでも簡単に身に着けられるケアの手法
として、心理・教育・看護・介護・子育て・被災地ケアなどで
幅広い環境での効果が実証されているものです。
二回とも満員の参加者に恵まれ、和やかで温かい雰囲気の中で学びあうことが出来ました。ぜひ日々の
生活やサポート活動の中で有効に活用していただけたらと思います。
ご参加ありがとうございました。

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）

あけましておめでとうございます。グループホームゆうやけこやけです。
グループホームゆうやけこやけは 4 月に新館がオープンします。入居者様の人数も増えるため、
新しいスタッフを募集しています。資格、経験は問いません。お気軽にお問合せください。
【募集要項】
☆募集人数…若干名
☆仕事内容…グループホーム入居者様の日常生活支援全般(入浴介助・身体介護・食事作り・相談等)
☆勤務時間 ※曜日については相談に応じます
①7 時～10 時
②15 時～21 時
③21 時～翌 7 時(宿直)
※土日祝祭日 7 時～14 時・14 時～21 時
☆勤務地…正木町坂丸・上中町長間
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かみなり村北館
生活介護
月曜

… ヒップホップダンス

木曜

… ウォーキング

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

レクレーションとして、工作・カラオケ・お菓子作り
や散歩・公園などへのお出かけも行っています。

第２金曜 … 音楽療法

かみなり村北館の朝は、朝礼とラジオ体操で始まり、主に午前はお仕事、午後はお仕事やレクリ
ェーションをしています。
お仕事は、ししゅう・わたほぐし・ビーズとおし・木のみがき・羊毛玉づくり・封筒づくりなど
様々で、利用者さんそれぞれの特性に応じて提案し作業を進めています。自分たちで作業に必要な
道具の準備・片付けをしたり、
「終わりました」や「○○ください」などの言葉で職員とやりとり
したりしながらコツコツお仕事をしています。
ししゅうをしているＴさんは、布に書いたキャンディーの絵にししゅうをす
るのですが、絵の部分によって糸の色を選びながら色を塗るようにししゅうを
する毎日―。そして先日、大作を完成させていました！驚くくらい細かくとて
も素敵な作品でした(^^) このししゅうがどんな商品になるのか楽しみです。
工作では、季節を感じるものを作ったり絵を描いたりして、それら
が北館内を彩っています。この時期はクリスマス。プレゼント型のボ
ックスも手作りですが、中にはみんなが書いたサンタさんへの手紙が
入っています。いくつになってもクリスマスはワクワクしますね♪

☆★☆

クリスマス会

★☆★

１２月中旬、クリスマス会が開催されました。今年のクリスマス会は、
マジックショー・お菓子作り・スノードーム作りと盛りだくさんです！
まずはマジックショー。馬場さんに来ていただき、楽しいマジックを
たくさん見せていただきました。キラキラのフィルムがどんどん出てき
たり、チラシで作った剣が伸びてきたりする仕掛けに「あれ？」
「何で？」
などと言いながら見入っていました。
午後はスノードームを作りました。ビンの中に
はそれぞれの写真と飾りを入れて、雪が降ってく
るようにきれいに出来あがりました。
素敵なクリスマスプレゼントになりました。
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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

【癒しのマーケット】
11 月 23 日にかみなり村北館と西館に
おいて「癒しのマーケット」が開催されました。
今回は「オレンジリボンラン 2019」のイベントと一緒になり、西館会
場前には多くのハーレーダビッドソンや、珍しいクラシックカーなど
が集結し、賑やかに行われました。
癒しのマーケットのメイン会場の西館では、オイルマッサージや手相、
占い、カラーセラピー、アロマハンドセラピー、草木染ストールの販
売、練り香水、雑貨など色んなお店が出店され、多くのお客様が訪れ
て身も心も癒されていました。
一方北館では、食べ物ブースでカレーライス、五目御飯、フランクフルト、おで
ん、ホットドッグ、玉せんなどが販売されていて、なかでもいろんな味が楽しめ
る無料のポップコーンは利用者さんに好評でした。
その他にウクレレ広場や駄菓子屋さんなどがあり、木育広場ではパズルやドミ
ノ、今回新しくもっくるで製作した「どんぐり転がし」はパチンコ台のように上
からどんぐりを落として遊ぶおもちゃで、大きな盤面の上からどんぐりを落と
して風車やベルを鳴らして下の箱に入った点数を競いあって盛り上がっていま
した。
最後はバイカーさんや、利用者さんみんなで「パプリカ」を楽しく踊って締めく
くりました。
今年も癒しのマーケットは 11 月頃を予定しています。是非遊びに来てくだ
さいね。
【秋の遠足】
先日かみなり村本舗では、秋の遠足として養老公園まで紅葉を見にいってき
ました。
養老公園に着くと養老の滝まで散策するグループと近くのお土産屋を見た
りするグループと別行動をし、その後合流してみんなで昼食を取りました。
今年の紅葉は暖かい日が続いたため、例年より遅いらしく、まだ緑の葉っぱ
も残っているところが割と多かったです。
養老の滝までは少し距離がありましたが、途中アイスを食べたりお土産を見
たり、みんなで楽しくおしゃべりをしながら散策をして、秋の景色を楽しむ
ことができました。
【野菜の収穫】
冬になると水仕事が厳しくなってきますね。そんな中でも本舗の利用者さんは収
穫作業や、野菜の水洗いを頑張っています。
1 月頃からはそれまで収穫してきた大根、白菜、ネギの他にホウレンソウ、ナバナ、春菊などが出始めます。
かみなり村北館で主に月、水、金曜日に販売しています。
是非お買い求めください。
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【tomoni つながる和綿プロジェクト展】
tomoni つながる和綿プロジェクト展
〜創り出そう、未来への実り〜 へ、本舗の利用者さま
2 名、ししゅうのマスクを出展させて頂きました。
和綿の温かさと、2 人の可愛く優しい色合いの刺繍が合
っていて、とても素敵な作品になっていました♡
片山藍さんの作品

小川祐香さんの作品

【スプーンに使われている木の話：第五回】
「シラカシ」白樫

ブナ科の常緑広葉樹で高木、カシの木の仲間で生け垣・公園木・庭木などに多く使用されています。実は
ドングリとして、親しまれている木です。
材はカシの中でも硬く鉋台や、大工道具の柄・器具の柄・体操の平行棒・木刀などに使用されています。
この材を利用して、スプーン・ドミノ・ボタンなどを作っています。
「ツブラジイ」
ブナ科の常緑広葉樹で高木になる、よく似た木に、スダジイがあります。一般にシイノキと言うと、関東
ではスダジイを、関西ではツブラジイを表しています。ツブラジイはスダジイよりも葉も実も小ぶりで、コ
ジイとも呼ばれています。この辺ではツブラジイがほとんどで、金華山には、一番多く自生していて黄金色
の花を付け山全体が黄金色に見える所から、金華山と言われるようになったと言う説もあります。実（ドン
グリ）はアクが少なく生食されていました。
材は、光沢はあるが放射組織が目立ち、狂いも大きいので、農具の柄や小物家具などに使われていました。
この材を利用して、スプーン・ドミノ・ボタン・箸置きなどを作っています。
今回より、樹木についての問題を出していきますので、皆で考えてみましょう。
【問題】 美しい物にはトゲがあると言われる、バラの花は美しいですね。このバラの仲間バラ科の樹木は
沢山ありますが、次のうちバラ科でない樹種はどれですか？
① オオシマザクラ

② ビワ

③ フサザクラ

月曜日～金曜日

④ ウメ

⑤ ユキヤナギ

９：００～１４：３０営業中

【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。
毎週土曜日１８：００～２２：００営業中

【季節のメニュー】 肉団子鍋始めました。 ご予約承り中！
～みんなで楽しもう！おんがくひろば～
毎月第４土曜日 １８：３０～１９：３０
答え ③フサザクラ（フサザクラ科）
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木のクイズ

【リアルミュージック♪】

NO.12

＊10/29：日ごろお世話になっている方々を招待し、ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨを開催しました。
各々個性的な仮装（ｽﾊﾟｲﾀﾞｰﾏﾝ等）をしたり、血のりに初挑戦してみたり…大盛り上がりでした♪
＊11/15:11 月お誕生日の子どもとｽﾀｯﾌのお祝い会！11 月生まれの人には主役のたすきを
肩にかけてもらい、ｺｽﾄｺのﾏﾄﾞﾚｰﾇをｱﾚﾝｼﾞしたﾊﾘﾈｽﾞﾐｹｰｷを食べました(*^_^*)
子どももｽﾀｯﾌも、一人ひとりが大切な存在であることを伝えていきたいので、
これからも誕生日のお祝いをみんなでやっていきたいと思っています。
＊11/23:癒しのﾏｰｹｯﾄに参加！参加できるﾒﾝﾊﾞｰでﾊﾟﾌﾟﾘｶを全力で踊りました♪
＊皆様に支えられ、安心できる環境の中で子どもたちは伸び伸びと成長しています。
2020 年も、ｺﾞﾛｺﾞﾛくんをどうぞよろしくお願い致します。
ご協力ありがとうございました。
＊ゴロゴロくんに寄付をいただいた方＊（R1 年 9 月～12 月）
＜寄付品＞（順不同）

今後ともご協力を宜しくお願いします。
(例えば：洗濯用洗剤、ﾃｨｯｼｭ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、

ご近所の方々,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)

新しいスタッフの紹介 ～よろしくお願いします～
・宇佐美輝美さん

所属：本舗

・佐藤 春司さん
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所属：北館

お

は

な
自立援助ホーム
ホーム長 前田

№28

―Ohana とはハワイ語で家族・仲間の意味です―

新年のごあいさつ

あけましておめでとうございます！

昨年に引き続き、今年も Ohana の家の子どもたちは、各自様々なことにチャレンジして、自活へ向
けて頑張っています。最近は高校卒業の資格や美容系などの資格取得を希望する子どもが増えており
Ohana の雰囲気も少しずつ変わってきています。もうすぐ大学と高校を卒業する子たちがいるので
きちんと卒業できるように職員も一丸となって
支援をしています！

Ohana 基金への寄付のお願い
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。

Ohana に寄付をいただいた方

ぜひご支援いただきますよう、心よりお願い

（Ｒ1 年 9 月～12 月）

申し上げます。

＜寄付金＞(順不同・敬称略)

◎寄付金 金額に定めはありません。

味岡和子、(株)一松高木、浅井信一、

口座番号 大垣共立銀行 羽島支店（店番０１２）

羽島地区更生保護女性会、その他匿名

普通預金 １１２６３９１

＜寄付品＞

口座名義 社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会

栗木敏行、杉山明美、伊藤知子、(株)一松高木、

理事長 川合宗次

井戸秀樹、その他匿名

ボランティア協会 事業計画会議のご案内
毎年、実施している事業計画会議を下記の通り行います。今年度の事業の振り返りと次年度の事業計画
について各担当者よりお話しさせて頂きます。スタッフ、ボランティア、当法人の利用者さん、利用者家
族の方などボランティア協会の関係者の皆さまのご参加をお待ちしています。
日時

2020 年 3 月 20 日（金・祝）

14：00～

場所

かみなり村北館（正木町坂丸 2-63）

内容

ボランティア協会の事業運営について

対象

スタッフ、ボランティア、利用者、利用者家族、その他当法人の事業に関心のある方
16

※開催時間は変更になる場合があります。

Lala の部屋
児童福祉施設退所者等アフターケア事業× 居住支援法人
１０月２６日・笠松中央公民館にて、神奈川県

居住支援法人

指定居住支援法人のアオバ住宅社・齋藤瞳さ

HP

んにご講演頂きました。羽島市の生活交通安全
課空き家対策担当の浅野さん、アルファリンク
代表の有田さんとのパネルディスカッションも熱
を帯びました。

神奈川県指定居住支援法人
アオバ住宅社の齋藤瞳さんに

児童養護施設で暮らす若者の職

ご講演して頂きました。不動産会

場体験を、関市上之保にある加藤

の方も多く出席してくださいまし

木工所さんが受け入れてくださいま

た。

した。

Lala の部屋
HP

屏風などの製作体験をさせていただい

ぎふ職親プロジェクト

たり、社長さん宅で食事をとらせていた

HP

だいたりと、体験した若者の表情が 2 日
間を通して前向きになりました。

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。
物品等、ご寄付頂きまし
た。ありがとうございまし

Lala の部屋 058-322-5066 lala@volavola.org 味岡、水野、吉田

た！！和田誠（敬称略）
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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。
今年もみんなが笑顔で過ごせる 1 年になりますように。
11 月にはみんなで「ステーキのあさくま」
、
「すたみな太郎」に夕食を食べに行きました。12 月
にはクリスマス会があり、みんなで美味しい料理をいただきました。みんなで意見を出し合い、
クリスマス会のメニューや催しを決めました。とても楽しい会になりました。

昨年は台風の被害もあり、復興に向けた取り組みが続けられています。GH 健康促進住宅でも、災
害時に備えて、対策グッズの体験やマニュアルの確認などを行っています。備えあれば憂いなし。
これからも、利用者さんが安心して暮らせるよう生活環境を整えていきたいと思います。

研修会のご案内
今年度シリーズで開催しています研修会「地域で支える～生きづらさに寄り添って～」の第 4 回目を
下記の通り行います。5 月に第 1 回目を開催し、今回はいよいよ最終回となります。生きづらさを抱えた
子ども・若者たちを支えるために、私たちにできることは何か、みなさんで考えましょう。
【日時】

2020 年 2 月 8 日（土）

【場所】

かみなり村北館（羽島市正木町坂丸 2-63）

【内容】

第 1 部：講演「共に生き共に育つ～安心の居場所とは～」
講師

13：30～16：30

弁護士・子どもセンターパオ理事長 多田元さん

第 2 部：パネルディスカッション「子ども・若者の自立のために」
パネリスト 子どもセンターパオ理事長 多田元さん
ＮＰＯ法人ホザナハウス理事 今井真美さん
岐阜羽島ボランティア協会理事長 川合宗次さん
【参加費】

無料。当日参加も OK です。

【申込み・お問合せ】ボランティア協会事務局（☎058-393-0751）
※詳細はボランティア協会の HP、チラシ等でもご案内しています。
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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

岐阜県羽島市の歯医者さん

つ い き 歯 科
羽島市正木町大浦 2992 TEL 058-325-8383
医者さん

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

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

ご希望の方はボランティア協会事務局まで。
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行 事 予 定

ご寄付ありがとうございました

2020.2 月～4 月

2019 年 9 月 21 日～2019 年 12 月 20 日まで

2 月 2 日（日）かみなりマーケット
8 日（土）地域で支える④（研修会）

木戸脇通夫

3 月 1 日（日）かみなりマーケット
20 日（金・祝）坂丸新館 開所式

㈱一松高木 太田岩雄 小椋井香保

社福寄付金

子ども・子育て支援基金

笠松雅之

オレンジリボンラン 2019

ＮＰＯ寄付物品

4 月 5 日（日）かみなりマーケット

岩田巌 丸徳商店

18 日（土）ほのぼの旅行

㈲バーリンズ 国田賢次・康恵

コストコホールセール岐阜羽島倉庫店 安達涼子
中部商工振興会 セブンイレブン羽島竹鼻町狐穴店

ＮＰＯ寄付金（個人）
林和子 宇都宮徹 三輪壽子

（順不同・敬称略）

社福寄付品

匿名 1 名

篠田義人 吉川美知子

水野梨沙 伊藤房子 竹中智子 安田和代

広告協賛 ついき歯科 岐阜羽島バスタクシー

淺野滿

後藤佐織 野々村千惠子 青木繁子

奥住信治

ＮＰＯ賛助会費（個人） 岩田英一

島田万乃

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】

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
普通 1126362
ぎふ農協正木支店
普通 0008373
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
■正

会

■子ども・子育て支援基金

員 年額 1,000 円

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）

(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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