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第 95 号 

■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 

２ ０ ２ ０ 年 
 さ く ら 号 

かみなり村に新しい施設が完成しました！ 

「生きづらさを抱え込まない、支え合い社会を目指して」 

 この春、かみなり村に新しい拠点、生活介護「コンテナのアオキ」とグループホーム「でこぽん」

が仲間入りしました。村の拠点は、計９か所となりました。（賃貸のグループホームを除く。） 

 児童デイサービスかみなりくんがスタートして 17 年、グループホームの古株ＹＦ君の移住から

14年の月日が経ち、かみなり村の前身でもある「おもちゃ図書館かみなりくん」のスタートから数

えると 35年となります。生きづらさを抱えることも障がいととらえ、障がいがあってもなくてもひ

とりにさせない、孤立させない、そんな地域づくりを目標にこれまで取り組んできましたが、虐待

や非行、犯罪など子どもたちが犠牲になる事件が後を絶ちません。生まれ育った環境によって大き

く人生が変わってしまうのは決して本人のせいではありません。ボラ協には、虐待による保護、虞

犯や罪を犯した子どもたちの生活の立て直しの相談が日々寄せられ、ボラ協の拠点を居場所に自立

を目指す子どもたちが多くいます。2020年度も、自立を目指す子どもたちを応援すべく、子ども・

子育て支援に力を注いでいきたいと思います。 

 また「コンテナのアオキ」では、生活介護と併設して「相談支援」、不登校児やニートひきこもり

の居場所づくりとして「フリースペース」「子ども食堂」も実施する予定です。こうしたかみなり村

を拠点とした子ども支援の輪が地域に広がっていくよう、「生きづらさを抱え込まない、支え合い社

会」の地域づくりを目指して、これからもみんなと一緒に取り組んでいけたらと思います。 

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 
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2020 年度  事業計画  

１．計画策定の背景  

各自治体は、地域共生社会の実現に向けて高齢・障がい・子ども支援や生活困窮・再犯

防止など年度計画を立て体制を整備していく必要がありますが、少子高齢化が進行する現

代社会において、社会保障制度のしくみはもはや機能しなくなってきており、安易な働き

方改革の推進や自治体財源の限界なども加わり、人々の間には生活不安が広がっています。 

生活のため定年後も働くことを強いられる昨今は、雇用確保の視点からも「福祉のしご

と」への注目が高まっていますが、報酬単価が低いゆえに事業収入が増えず、賃金アップ

の難しい福祉業界は深刻な人材不足となっています。国は「地域共生社会の実現」と言い

ながらも、「福祉をボランティアでやれ。」と言わんばかりです。結果として、富裕層を優

遇するような国の実態に憤りを隠せませんが、こうした現実を直視し、持続可能な福祉サ

ービスを提供していくためには、「人」「物」「お金」をどう捻出するかがいちばんの問題

であり、当法人もまた福祉の担い手として策を講じていかなければなりません。  

２．基本方針  

障がいの有無や年齢にかかわらず、生活困窮、触法者など生きづらさを抱えた人々が孤

立することなく、地域住民のひとりとして支えあう「地域共生社会」を目指します。  

利用者本位を基本とし、本人の意思を尊重し、その気持ちに寄り添う支援に努めます。 

新たに子ども・若者支援事業の一環として、フリースペース（子ども食堂併設）を開設

し、不登校、ひきこもりなど社会生活が困難な子ども・若者たちが自分らしく過ごせる居

場所づくりに取り組みます。  

（１）利用者本位の支援  

 ・安心安全なサービスを提供する職員体制と環境を整えます。  

 ・個人の尊厳を尊重し、人権を守ります。  

 ・個別の自立支援、自己決定支援を心掛けます。  

 ・居住と日中活動の連携を図ります。  

 ・自己評価等により支援の振り返りと、自己研鑚に努めます。  

（２）地域共生社会を目指すため、地域福祉力を育みます。  

 ・県内の地域課題を把握し、その解決に向けて取り組みます。  

 ・自らの社会資源をできる限り活用し、地域福祉向上に努めます。  

 ・羽島市、学校、児童相談所、羽島商工会議所等関係機関との連携を図ります。  

（３）危機管理体制の強化  

 ・大規模災害や感染症等への緊急時対策の充実を図ります。  

 ・利用者、職員とその家族の安全を守るため訓練等に努めます。  

 ・ＢＣＰ及び福祉避難所としての体制を整えます。  

（４）経営基盤の強化  

 ・自律的経営基盤を固め組織力を強化します。  

 ・事務局、拠点間及び事業所間の連携を図り、業務の効率化を図ります。  

 ・中長期計画に基づき自己資金確保に努めます。  

 ・法令順守に努めます。  

（５）人材の育成と資質向上  

 ・法人の理念を引き継ぐ人材を確保、登用します。  
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 ・責任者は、職場スタッフの戸惑がないよう知識・技術を高めます。  

 ・必要な外部研修、内部研修により、スタッフの共通理解を深めます。  

 ・法人理念の職員間の共有、支援の統一を図ります。  

 ・虐待防止に努めます。  

３．事業種別  

（１）第 2 種社会福祉事業  

   障害福祉サービス事業、相談支援事業、一般・特定・障害児相談支援事業  

移動支援事業、地域活動支援センター、障害児通所支援事業、児童自立生活援助事

業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、ファミリー・サポート・セン

ター事業、小規模住居型児童養育事業  

（２）公益を目的とする事業  

点字・声の広報等発行事業、意思疎通支援事業、日中一時支援事業、生活サポート

事業（福祉有償運送事業）、児童福祉施設退所者等アフターケア事業  

独力では就労や住居の確保が困難な者等に対し、職業の紹介や住居の提供又は確保

する事業、入所施設等から退院・退所を支援する事業  

社会福祉の増進に資する人材の確保のための養成及び研修、社会福祉に関する活動

への住民の参加のための援助、社会福祉に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及

び助成  

４． 2020 年度の主な「地域における公益的な取り組み」  

（１）生きづらさを抱えた人々への地域生活支援  

   ・児童養護施設、矯正施設等からの行き場のない子どもや障がい児（者）の地域生

活への移行・定着支援、アフターケア支援  

   ・職親企業の開拓と就労支援（ぎふ職親プロジェクト）  

   ・職業里親（職育里親）制度実現への取り組み  

   ・居住支援法人活動の充実、羽島市空き家対策との連携  

   ・岐阜地区協力雇用主会、岐阜県就労支援事業者機構との連携  

   ・フリースペース・子ども食堂の取り組み  

   ・無料、低額サービス提供及び支援基金の充実  

（２）地域社会に向けて  

   ・地域共生社会研修会・学習会の継続実施  

   ・人材育成研修会・学習会の継続実施  

   ・本人活動支援  

   ・ぎふハチドリ基金への協力  

５．施設整備等の計画  

（１）複合施設（ファミリーホーム・グループホーム・シェアハウス）構想  

（２）はしま福祉サポートセンター建替え構想  

（３）障害福祉「木育道の駅」構想  

（４）大規模修繕  ①健康促進住宅はしま  ②子どもサポートセンターかみなりくん  

         ③かみなり村本館    ④その他  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペットボトルのふたを使ってお雛様の台座を作りました。紙粘土・フエルト・ビーズ・スパンコール・ 

和柄の生地などを使いとてもかわいく完成しました。利用者さんからは「持って帰りたい」と言葉が出る 

ほどでした。 

 

  

 

 

 

  

 

    

 

 

★新しい仲間   

３月に高校を卒業したＴ.Ｆ君が 

新しくでいあいの仲間に加わりました。 

 

 

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 

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 

その他、音楽療法・ミュージックベル・パステル画・紙

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

かけも予定しています。 

 

TEL 058－391－1613 

FAX 058－393－1218（担当 安田） 

E-mail deiai-kituneana@volavola.org 

で い あ い 
生活介護・就労継続支援 B型 

 

★音楽療法の時間 

 月初めの月曜日・月末の木曜日は音楽療法です。 

季節にちなんだ懐かしい音楽を、ミュージックベルで 

奏でていく優しい時間です。音楽療法はいろんな楽器 

を使って音を楽しんだり、歌うことで心の中を楽にし 

たり、心身ともに癒される時間です。はじめは固い表 

情で参加していた方も、いつのまにか心から笑い歌う 

明るい顔に代わっていきます。 

 これからも皆で楽しんでいきたいと思います。 

★初詣に行ってきました ★でいあいの壁画 

でいあいの⛩を作りました。トイレットペーパーの

芯に金色紙を貼り、門松・凧・獅子舞を貼り付けまし

た。みなさんニ礼二拍手をし、「この一年いいことが

ありますように」とお願いをしました。 

 

★火災訓練  

 今回は調理室から出火した想定で避難訓練をし

ました。 

 消火する人・通報する人・避難誘導する人と役割

分担をして行いました。誘導や通報訓練もスムー

ズにでき、三分半で避難できました。もう少し時間

短縮できそうなので、次も頑張りたいと思います。 

毎年恒例、年明けには金神社へ行ってお参り 

します。重い石を持つのですが、普通に持つと 

重く、おまじないをかけると軽くなる不思議な 

石です。おみくじも引き、楽しんできました。 

 

 

今年は暖冬で開花も早く、先陣を切って

見に行ってきました。枝垂れ梅はもう少し

で見ごろかなと楽しみに見てきました。 

散歩コースとしては最適でした。 

 よろしく‼ 
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 今シーズンもセブンイレブン羽島竹鼻町狐穴店様の駐車場の一角をお借りし、10月下旬から始まった焼き

芋販売が３月上旬に終了しました。たくさんのお客様にご来店、ご購入をいただきました。誠にありがとう

ございました。 

 来シーズンも販売予定をしておりますので、どうぞよろしくお願いします。楽しみにしていてくださいね！ 

 

 

  

 

   ☺ 毎週土曜日、みんなで元気に活動中！☺ 

 

 

 

 

 

 

☆近所の喫茶店にお出かけしました 

普段あまり行かない喫茶店へ歩いて 

コーヒーを飲みに行ってきました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<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。 

お問い合わせ先 

 ０５８－３９３－０７５１ 

・各種ダンス（鈴木先生・スタッフおすすめ 

ダンス・フラダンスなど） 

・お出かけ・各種レクリエーション 

 

土 曜 で い コーナー 

 

ベルマーク集めています。 

ご協力お願いします。 

 

（切り取ってなくても 

かまいません） 

 

☆令和 2年 1月～3月までの活動・・・ 

工作（季節の作品・お正月飾り・おひなさま作りなど）、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。 

4月～6 月の活動予定 

 

 

 

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) 

 

バリカムマスク  工場 

 皆さんご存じの通り、コロナウイルスの影響でマスクが品薄状態になっています。そこでバリカムでガ

ーゼマスクを作り始めました。ボラ協内の職員や利用者さんを中心に注文が殺到しています。社員さん、職

員と共に、日々マスク作りに励んでいます（^＾; 布地やゴムも品薄で確保することが難しい状態です。

色々な店を巡り購入していますが、買い占めはしないよう配慮はしています。マスクが売れるのは嬉しい

ですが… マスクが品薄なこの不安な状況の改善とコロナウイルスの終息を願うばかりです。 

 

 
安納芋の焼き芋販売が終了しました！ 

 

 

 

 

5 

https://pixta.jp/illustration/47528762


☆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 ・トイレットペーパーの芯・牛乳パック  

・アルミ缶 ・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 12月から 2020年 3 月までに（有）海津化学ゴム

様におさめたキャップは 452.87ｋｇ（194,734 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。 

 はだか祭の準備が進む２月初め、国府宮神社へ初詣に行ってきました。祭当日は通

れない１Kｍに及ぶ参道入口をみんなで歩いてみました。国府宮神社に初めて行った

社員さんや職員が多くいたこともあって、テレビで観た事のある場所に終始興奮気

味でした(^^) 

バリカムでは毎年、年度末のお楽しみ会は梅の花を見に行く事が恒例になっていましたが…今年は残念

ですが、コロナウイルスの感染予防のため、バスに乗って出かける事はやむなく中止にしました。 

普段はなかなかできないカラオケや音楽を聴いたり、歌を口ずさみながらぬり絵や手芸をしたり、楽し

く過ごしました。 

春満開  昼休みに散歩しながらお花見をしたいと思います。 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年！初詣 

 

 

 

 

いつもだったらお花見なのに…でもまた行けるよね(^^) 

 

 

 

 

新しいスタッフの紹介 ～よろしくお願いします～ 

・大塚 淳二さん   所属：でいあい    ・渡辺 厚孝さん   所属：コンテナのアオキ 

・長谷 真理子さん  所属：でいあい    ・大津 圭奈子さん  所属：コンテナのアオキ 

・福田 洋平さん   所属：ゴロゴロくん 
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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。 

 

 

 

 

◇介護職員初任者研修が修了しました！！ 

今年度は、過去最低の受講者数で一時は、どうなるかと思いましたが全日程、誰も欠席することなく無

事に修了式を迎えました。受講者の 1 人は、高齢者施設で働きながら受講し、修了後は夜勤をすることに

なるので場所が変わると報告を受けました。受講したことで仕事内容をステップアップできたことを嬉し

く思います。今後も介護の分野で一人でも多く活躍できるよう、この研修を継続していきたいです。 

◇福祉有償運送運転者及びセダン等運転者講習会を開催しました。 

2019 年度は、6 月と 2 月に計 2 回開催しました。施設として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

提供できるよう講習会を開催しました。内部研修も兼ねて受講していることもあり人数は集まりましたが、外

部からの受講がとても少なかったです。今後も福祉関係の事業所・施設から多く受講してもらえるよう募集し

たいと思います。今回受講された方が、修了後には当法人の送迎車の運転手として活動して頂いています。来

年度は、1回の開催で令和 3年 2月頃の予定です。ぜひこの機会に受講し、当法人の運転手としてご協力くださ

い。 

◇喜楽舎 2019年度利用の様子 

喜楽舎の利用依頼が増加し、依頼内容が多様化してきています。支援員を増やすために「移動支援従事

者養成研修（知的障がい者課程）」を実施し、受講された方に喜楽舎の支援員として活動してもらうことが

理想なのですが、研修修了後から喜楽舎に登録・活動するまでの流れのマニュアルができていません。ま

た、法人内で必要としている人材要件を把握していないため、受講修了された方で、障がい福祉に意欲的

な方を、繋げることができませんでした。今後は、法人としての取り組みや各事業所の紹介などの啓発も

必要と考えています。 

今年度の「移動支援従事者養成研修」は、受講人数が集まらず惜しくも中止しました。来年度は、ニー

ズにあった求人計画を立て、新たな支援員を増やし、人材確保に努めていきたいと思っております。 

昨年度は行動援護の必要な利用者およびニーズの増加がありました。有資格者が高齢化していることも

あり、対応が難しくなってきています。行動援護・同行援護等の資格を取る研修を計画的に受けてもらい、

有資格者を増やしていく事がさらに必要になります。資格を得るため、岐阜県が主催する研修などを必要

なスタッフに順次受講してもらう予定でおります。 

 喜楽舎 ＮＯ．６６ 

 TEL (058)393-3540 FAX (058)393-1218  

          （担当：林）  

  E-mail ： kirakusha@volavola.org  
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令和 2年 2月 13日、14日の二日間、大阪で開催された非行・犯罪行為に至った知的障害者を支援

し続ける人のための双方向参加型研修会 2020（実践者研修）に参加してきました。 

  

2月 13日（木）：大嶋英子氏（特定非営利法人リカバリー代表）による基調講演を聞きました。 

障害をかかえる女性への支援～嵐の後を生きる「彼女たち」へのソーシャルワーク  

 講師の大島英子氏の研究と実践の現場より依存症を抱える女性の支援の難しさをわかりやすく解

説して頂きました。ドラッグの所持と使用で収監される女性たちは、自己コントロールを失うだけ

でなく、知的障がい、発達障がい、複雑性 PTSDなどいくつかの障害を抱え、かつ貧困や暴力の被害

など様々な困難を併せ持っていることが多く、そのため、息の長い支援が必要になります。また、支

援者が燃え尽きないために、セルフケアが必要であることも学びました。 

 

2月 14日（金）：5つの分科会が開催され、私たちは 3つの分科会に分かれて参加しました。 

☆彡 各分科会へ参加しての感想です ☆彡 

 第 2分科会  保護観察と福祉のつながりのかたち                                             

事例を元に、服役後の生活を福祉でどうサポートし更正に導いていけるかを、様々な職種の方たち

とグループワークで検討しました。たくさんの学びと出会いがあり、貴重な経験となりました。 

 

 第 4分科会  地域で支えるということ 

事例検討を通じ、触法行為のある人の地域における支援の共通課題を議論し、更生支援計画書の作

成について学びました。課題を解決するためには、必ず当事者本人の意思決定が大切であり、私たち

が計画を立てる際も常に心掛けなければいけないことだと思いました。 

 

第 5分科会  ポジティブな関係づくり～よろずトラブル快結♪ 

アサーティブなコミュニケーションとは、自分も相手も尊重したうえで、誠実に、率直に、対等に、

自分の要望や意見を相手に伝えるコミュニケーションを言います。自分の思いをわかりやすく相手

に伝えるコツとツールをトレーニングすることで、ポジティブな関係が作られトラブルを「快結
かいけつ

（お

互い心地よく結び合う）」できます。 

                                                                                           

～研修に参加して～ 

ふだん関わることのない方々と交流し、また多くのことを学ぶことができた、あっという間の二日

間でした。時間的にハードで、せっかく大阪へ行ったのにタコ焼きが食べられなかったのが残念で

した💦💦🐙🐙🐙 

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 
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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） 

 

 現在利用の子どもたちは、16人（男の子 13人、女の子 3人）です。月曜日～金曜日まで毎日 6人の児童

が利用し、スタッフ 6人で対応しています。 

体操、ペープサート、パネルシアター、シーツブランコ、サーキット、工作、外遊び、散歩など興味ある活

動にそれぞれ取り組んでいます。天気の良い日には、「カモを見に行くよ」「ブランコ乗りに行くよ」など

と声をかけながら外遊びにも誘っています。 

特にシーツブランコはみんな大好きで、自分の順番が待ちきれずに友達の番の時に手を挙げてシーツめ

がけて走り出そうとする子もいます。一方で、そういう時期を経てきちんと待てるようになった子もいま

す。こうした遊びを通して、子どもたちが着実に成長している姿を見ることが出来ました。 

 

 

 
 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、春休みに入るまで（3/2～3/26）学校が臨時休校になりました。 

それに伴い、朝から子どもたちが利用しています。 

朝の会、ラジオ体操、散歩（公園等）、創作活動、昼食、昼の会、ラジオ体操、散歩（公園等）自由遊び 

帰りの会と一日の予定を立てて、活動場所を北館・本館に分けたり、なるべく少人数で過ごすなど工夫し

ています。 

感染予防のため、人混みには行かず、歩いて尾濃大橋下の公園に出かけたり、そこから少し歩いたとこ

ろにある木曾川河川緑地公園に行ったりしました。また竹鼻のまちを探検しながら歩き、竹鼻大仏を見に

行ったりもしました。子どもたちは元気いっぱいで、休憩しながら 3時間も歩くことが出来ました。 

 

 一年間制作してきた集大成を保護者の方に見て 

頂けるようにと、子どもたちが作った貼り絵を廊 

下階段やプレイルームに展示しました。春夏秋冬 

の季節シリーズ、昔話シリーズなどカラフルな作 

品が出来上がりました。 

また夏休みに行った「お絵かき広場」で、子どもたちが思い思いに描いた作品も飾りました。自由な 

発想でダイナミックに描かれた作品からは、子どもたちのエネルギーが感じられ、見る人に元気を与えて 

くれました。 
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子育てひろば 

かみなりくん 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、羽島市の決定により「子育てひろばかみなりくん」は、一定 

期間閉鎖いたしました。３月はひなまつり会やお別れ会等の大きな行事を予定していたため、楽しみにし 

ていたお子さんとその保護者の方々には、大変ご迷惑をおかけ致しました。ご理解、ご協力に感謝致します。

ありがとうございました。 

 

 

 「木のおもちゃであそぼう」では、色んな種類の木のおもちゃで自由に 

遊ぶことができます。子どもたちは、上手に丸い積み木を高く積み上げ 

たり、木の電車を手で押して走らせたりして遊んでいます。 

中でも人気なのは、さるぼぼの形をした「つみぼぼ」というおもちゃ 

です。形が可愛いので、お母さんたちにも大人気です。「つみぼぼ」は 

積み上げたり、並べてドミノのように倒したりして遊ぶことができます。 

 みなさんも是非遊びに来てくださいね。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

日にち 行事予定 日にち 行事予定 

7（木） 木のおもちゃであそぼう 
21（木） 

22（金） 
つくってあそぼう 

12（火） 
大きくなったかな？ 

（身長、体重測定、手形押し） 
26（火） おねえさんとあそぼう 

14（木） はじめてのキッズ★ダンス 28（木） お誕生日会＆リズム遊び 

19（火） 手づくり絵本のうたあそび 
・行事はいずれも 10：30から行います。 

・行事のない日は自由あそび 9：30～14：30です。 

 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 

「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。 

※利用は無料です。お気軽にお越しください。 
地域子育て支援拠点支援事業 

☆子育てひろば 5月の行事予定 

☆新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う閉館について 

★木のおもちゃであそぼう 

※都合により行事は中止または変更になることがあります。 
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こんにちは。グループホームゆうやけこやけです。 

春を迎え、おでかけが楽しみな季節となりましたが、コロナウイルス流行ため、不要不急の外出を控えて頂くなど 

入居者様にも協力して頂いています。そんな中でも、ショッピングモールへのお出かけの代わりに、散歩を兼ねての 

近所のスーパーやコンビニへのお買い物、外食代わりにお弁当を買って公園で食べる等、気分転換ができるように 

しています。しかし、今までのルーティーンが変わることで不安定になる方もいます。1日も早く終息し、いつもの日 

常が戻るよう願っています。 

この春、グループホーム「でこぽん」が開所しました。名前の由来は果物のでこぽんです。見た目 

は変わっていても食べたらおいしいという意味だそうです。人数も増え、ますますにぎやかになる、 

ゆうやけこやけをこれからもよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 利用組数 
障がい児親子 

の利用組数 

12月 125組 33組 

1月 134組 34組 

2月 128組 51組 

 

羽島市正木町坂丸二丁目 95番地 Tel（058）394-0112 

 E-mail：kosapo.kaminari＠volavola.org 

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） 

 

 

グループホーム ゆうやけこやけ 
共同生活援助／短期入所 

 

実施日時：毎月第１金曜日 10時～12時 

 

コロナウイルスが流行しています。このような事態にかかわらず、インフルエンザや風邪などの 

ウイルス対策として日常生活で気を付けたいことがあります。 

 

 

 

 

 

 

★病児保育室かみなりくん 

★おもちゃ図書館 かみなりくん 
☆子育てひろば 親子の月別利用組

数 

Tel（058）391-1228 

はしま広域ファミリー・サポート・センターでは今年度より、提供会員がサポートのため自家用 

自動車を使用する場合、国土交通省の通達による算出基準を参考に、令和 2年 4月 1日より下記の 

ように変更します。 

【車両利用燃料費算出基準変更について】 

提供会員宅 → 依頼会員宅または指定された場所 → 目的地及び援助 → 提供会員宅 

このように全総走行距離×走行 1㎞あたり 15円となります。よろしくお願いいたします。 

 

「ケーキ」が完成し、次はカラフルなマカロンを 

製作中です。おいしそうなスイーツが続きます。 

出来上がりが楽しみです。ボランティアさん、 

いつもありがとうございます。 

 

 

★はしま広域ファミリー・サポート・センター 

・まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。 

具体的には、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行いましょう。 

・咳などの症状のある方は、咳エチケットを徹底することが大切です。 

・できる限り混雑した場所を避け、十分な睡眠をとっていただくことも重要です 
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月曜   … ヒップホップダンス 

木曜   … ウォーキング 

第２金曜 … 音楽療法      

 

◇ レクリェーション 冬 ◇ 

 

 

 

 

 

 

◇ 防災訓練 ◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 寒い時ですが、この時期らしく凧あげや福笑い

などのレクリェーションを楽しみました。凧はみ

んながそれぞれに絵を描いたり色を塗ったりした

手づくりのものです。 

 冬の澄んだ青空の下、いつもすごしている北館

やロンドンバスを外から見ながら昔懐かしい遊び

を体験できました。 

定期的に様々な想定で防災訓練を行いますが、１月は急な不審者の侵入を想定

した不審者対応訓練、豪雨による浸水を想定した豪雨災害対応訓練を行いまし

た。今回は利用者さんには訓練があることを伝えず、お仕事中に突然起こるよう

にしましたが、多くの方は職員の誘導に従い速やかに移動できました。しかし、

急には作業をやめられずその場にとどまって 

しまう方や自分が気になるところへ戻ってし 

まう方がいること、全員の移動に時間がかか 

るなどの課題も見えてきました。 

 職員、利用者ともに訓練を重ね、突然の事 

態にも臨機応変に対応できるようにすること 

の大切さを感じました。 

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 

かみなり村北館 

生活介護 

Ｂｙ クリスタル佐織 

手の側面から人差し指と中指の間まで、とても長く伸びている線は、 

「義理と人情 浪花節感情線」です！ 

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。 

 
 Vol. 17 

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？ 

義理堅く、人への思いやりが深いのが大特徴❤ 

また、一途で愛情深い方でもあります。その優 

しさで沢山の方との出会いがあることでしょう。 

この手相は、喜楽舎Ｓさんの右手に発見しました！ 

礼儀正しくて優しく温かい雰囲気に、癒される方だなといつも思って

いましたが、手相を見させていただいて納得しましたよ～(^^)! 

『義理と人情 

浪花節感情線」 

感情線』 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCYD4HFWgxEA0yEdOfx7/SIG=12ubrnc8n/EXP=1450389891/**http:/pipi.pya.jp/wp-content/uploads/c3b501a948ffbb2002da558ebd85683e.png
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【本舗の畑が広くなりました】 

4月から、かみなり村本舗の横

にあった土地を本舗の畑として使うことが決まりました。いま

までの畑と同じくらいの広さがあり、収穫も倍になるかも？

と、取らぬ狸の皮算用ではありませんが、今から収穫を期待し

ています。 

また、畑の真ん中には元々納屋として使われていた建物があ

り、野菜を洗ったり袋詰めをしたり、作業場として使う予定で

す。建物の中には野菜やお米を入れる大きな保冷庫があり、そ

こに本舗で採れた野菜を貯蔵することができます。利用者さん

も新しい仕事場所が出来て今から待ちきれない様子です。 

ですが、畑にする前にはやることが沢山あります。土壌改良や土の中にある大きな石を掘り出す作業など、

スタッフも利用者さんも大変ですが、みんなで力を合わせて頑張っていきます。 

 

 【野菜の収穫】  

春になりましたね。本舗の野菜も色々 

収穫が始まります。 

4 月からの収穫はスナップエンドウ、玉ねぎ、赤水菜、赤軸ほう

れん草、5月頃からは人参、大根が取れる予定です。 

また、4 月は夏野菜の種まきの時期です。キュウリ、ナス、トマ

ト、ピーマン、ししとう、枝豆、とうもろこし、かぼちゃ、里芋な

ど。利用者さんが頑張って種まきをしていきます。収穫が今から楽

しみです。是非本舗の野菜をお買い求めください。 

 

 

【ふくふくマスク作り】 

今世間では、コロナウイルスの影響でマス

クがなかなか買えない状況になっています。それを受けて、ふくふくで

もマスクを頑張って作っています。 

材料がなかなか手に入らないので大変です💧 

そして、この 3月は新しい仲間を 2名迎え、春と共にみんなの心にも

助け合いの心が芽生えているようです(*^o^*) 

  

かみなり村本舗 

☎058-322-8931 担当：後藤 

E-mail atelier-moccle@volavola.org 

多機能型事業所 

沢山作っています 

収穫頑張っています 

とても広い畑になりそうです 
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【木工製品に使われる木の話：第六回】  

今回は、ブロックルに使用している樹木を紹介します。 

ホワイトアッシュ（別名：アメリカトネリコ、アメリカタモ、アメリカアッシュ） 

モクセイ科トネリコ属の落葉広葉樹で北米に多く自生しています。 

材になると、アッシュと呼ばれることが多いです。 

材は、環孔材で適度に硬く、重量があります。耐久性があり、加工しやすく、釘やネジの保持力や接着性

にも優れています。建築材・家具・運動用具・特に野球の大リーグではバットに多くこの材が使われてい

ます。イチロー選手もこのバットを使っていました。日本では、トネリコ・アオダモが類樹種で、日本の

プロ野球では、アオダモのバットが多く使用されています。 

モクセイ科の樹種の仲間では、キンモクセイ・ヒイラギ・ライラックなどの樹がよく知られています。 

 

ヒバ （別名：アスナロ、アテ） 

ヒノキ科の高木針葉樹で青森ヒバや,能登アテなどが有名な生育地があります。 

樹脂に抗菌効果のある精油を含み、特有の匂いを放つ。心材と辺材の差は不明瞭。心材は淡黄色～淡黄

褐色、辺材は黄色を帯びた白色。肌目は緻密、木目はまっすぐ。耐朽性は国産材の中で最も高く、特に水

湿に強いです。ヒバは建築材の中でも耐朽性が抜群。そのことから浴槽、まな板などにも使われています。 

ヒバ造りの代表的な建築物には平泉の中尊寺があり、その優れた保存性を今によく伝えています。  

 

【問題】世界で一番大きな生き物は、樹木です。 

では、世界で一番高い樹木はどれくらいの高さかな？ 

①５５ｍ ②７５ｍ ③１００m ④１１５ｍ 

答えは下にあるよ。 

 

月曜日～金曜日 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 

 

【リアルミュージック♪】 ～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 

 

木のクイズ 答え ④１１５ｍ アメリカに生育しているハイペリオンです。 

ハイペリオンは固有名で樹種はセコイアです。セコイアの仲間には１００ｍを超える樹が多くあります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

                              ～新しい仲間が増えました～ 

           👈ゴンタ（オス / 13歳くらい？ / 雑種） 

                        ※とっても人を怖がります。 

            ※とってもよく鳴きます。 

            ※小さい子どもは大好きです。 

            ※お散歩とお肉も大好き！ 

           子どもたち共々、よろしくお願いします(*´▽｀*) 

 

 

 

＊ゴロゴロくんに寄付をいただいた方＊（R2年 1月～3月） 

＜寄付品＞（順不同） 

ｶｰﾌﾞｽ羽島竹鼻店,ｶｰﾌﾞｽ羽島 Wing151 店,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 

 

 

 

 

 

 

  

NO.13 

 

 

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。 

(例えば：洗濯用洗剤、ﾃｨｯｼｭ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、

ｷｯﾁﾝ洗剤などの生活必需品、お菓子等) 

 
ﾏｽｸ、いちご、ｹｰｷ、五平餅等たくさん頂きました。 

本当にありがとうございます！ 

 

ジェイムス・ヘイブンスさん

から贈られた桜が今年も綺麗

に咲きました♪ 

研修会「地域で支える～生きづらさに寄り添って～」第 4回を開催しました。 

2019年 4月より開催してきました研修会「地域で支える～生きづ 

らさに寄り添って～」の最終回を 2月 8日（土）13：30より、かみ 

なり村北館にて行いました。講師に子どもセンターパオ理事長で弁 

護士でもある多田元さんを迎え、子どもの自立支援について考えを 

深めました。ここでは不登校を例に挙げ、子どもたちの抱える生き 

づらさは、周りの大人の無理解や偏見が生み出しており、世間並み 

の生き方（＝学校に行くこと）を強いることが子どもたちを苦しめていると指摘しました。不適切な対応

や支援によって自分の居場所を失ってしまった子どもたちにとって、信頼できる大人の存在や自分らし

く過ごせる居場所が不可欠であることを主張しました。 

後半のパネルディスカッションでは精神保健福祉士の今 

井真美さんの進行のもとで、当法人の川合理事長と特別ゲ 

ストにホザナ・ハウス理事長の森康彦さんを加えて子ども・ 

若者支援について意見を交わし、恵まれない養育環境ゆえ 

に様々な生きづらさを抱え、社会に定着できない子ども・ 

若者たちの苦悩とその支援の難しさを訴えました。 

研修会を通して、子どもも大人も同じひとりの人間として互いに支え合い、一緒に問題解決に取り組ん

でいくことが「共に生き、共に育つ」社会の姿だと学びました。 
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   ―Ohana とはハワイ語で家族・仲間の意味です― 

春は新しい門出となる。 

 3月に大学の卒業を迎えた子がいます。保育士資格を無事に取得。4月からは新しい土地で、1人 

暮らしをしながら保育士として社会人になります。「1人嫌だ。」「不安な気持ちしかない。」よくそん 

なことを呟いていますが、彼女のひたむきな姿はきっと大きな花を咲かせます。 

 みんなにたくさんの笑顔をくれてありがとう。自分を信じて、未来へ進もう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohanaの子どもたちの様子☆ 

Rさん 1月に成人式を迎えました！大人の仲間入り。素敵なレディーになってね！ 

Sさん 無事に保育士資格を取得！大学を卒業します。新生活へ向けて一歩前進！ 

Nさん 高校受験にチャレンジ！仕事と勉強を両立させています。合格祈願！！ 

Aさん 仕事頑張っています。「掛け持ちしようかな？」と意欲的♪ 

Mさん 最近入居してきました。仕事頑張っています！Ohanaの生活に少し慣れたかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自立援助ホーム

ホーム長 前田 

お   は    な 

Ohana に寄付をいただいた方 

（R1年 12月～R2年 3月） 

＜寄付金＞ (順不同・敬称略) 

 (株)一松高木、味岡和子 匿名 4名 

＜寄付品＞ 

竹鼻子ども食堂、カーブス、森恵子、 

鍬田逸雄 

(株)一松高木、太田岩雄、小椋井香保 

阿部あゆみ、匿名 1名 

 

ありがとうございます！！ 

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。 

ぜひご支援いただきますよう、心よりお願い申し上げ

ます。 

◎寄付金 金額に定めはありません。 

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 

 

№29 
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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。 

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

マスク・缶コーヒー等、ご寄付頂きました。 

ありがとうございました！！ 

和田誠、今井章雄（敬称略） 

Lalaの部屋 

HP 

ぎふ職親 

プロジェクト 

居住支援法人 

HP 

児童福祉施設や里親家庭で暮らす高校生を対象に、 

「自立支援研修」を行いました。当事者性をテーマに、

児童養護施設や里親家庭で暮らした経験のある蛯沢

さん・川瀬さんに来ていただき、子ども達と対話をし

ていただきました。 

イタリアンレストランの「 yu ko-ne（ユコーネ） 」様、建築板

金業の「 BSメタル 」様、理美容業の「 carat 」様、人材派遣業

の「 OKサポート 」様、飲食業「 秀和興産（株）しげグループ 」

様、電気設備工事等の「 岩田電気 」様には、児童養護施設にて暮

らした経験のある若者の就業体験を受け入れて頂きました。充実し

た体験を経て、そのまま就業へと繋がった若者もいました。 

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 

mailto:lala@volavola.org
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こんにちは。GH健康促進住宅です。 

ここ数か月はコロナウイルスの影響で様々なイベントや催し

が中止になり、仕事や日常生活にも変化のあった毎日でした。GH

健康促進住宅でも、急遽対応に追われ、スタッフも利用者さんも

協力しながら感染予防に取り組んでいます。 

GH 健康促進住宅では毎月部活と称

して、好きなテーマに沿った活動をし

ています。今は「ラーメン部」と「卓

球部」だけですが、みんなの提案から

新たに活動が生まれることで、日常の

楽しみが増えるといいですね。 

現在はコロナウイルスの影響で、活動が制限されているので、また 

楽しく活動できる日が来ること、そして感染された方々が 1日でも早く 

快方に向かわれますよう、願っています。 

 

 

 

 

  

GH健康促進住宅 羽島市下中町城屋敷 226-1 2 号棟 

Tel：058-322-2918 

 

岐阜羽島ボランティア協会定期総会について 
  

 

  5月 24日（土）に開催を予定しておりました定期総会について、新型コロナウイルス感染拡大防止 

のため、中止といたします。 

ただし、会員の皆さまの委任状の提出をもって総会の成立とさせて頂きますので、委任状の提出に 

ご協力頂きますようお願いいたします。※委任状は後日配布いたします。 

 尚、前年度の事業報告および本年度の事業計画等につきましては、年次報告および当法人の HPでも 

お知らせいたしますのでご了承ください。 

☆委任状提出締切：5月 20日（水） ボランティア協会事務局まで 

 

今年度も虐待、障がい、非行、生活困窮など生きづらさを抱えた子どもたちの自立支援をテーマにした 

研修会を開催いたします。詳細は、チラシやＨＰでご案内いたしますのでご確認ください。 

   

 

研修会「地域とつなぐ～子ども・若者の自立のために～」のご案内 

ぎふハチドリ基金のご案内  ～あなたもハチドリ応援団になりませんか～   

ぎふハチドリ基金（当法人の川合が理事長を務めています）は、地域の力で岐阜の未来 

（子ども・若者・子育て家族）を支える仕組みです。皆さまから頂いた寄付金を子ども・若 

者支援に取り組んでいる地域の団体（ＮＰＯやボランティア団体等）に助成金というかたち 

で提供し、経済的支援をすることで支援活動の充実や拡大を図っています。この仕組みを活用して、毎年多

くの団体が、地域福祉の拡充に取り組んでいます。ぜひこの機会にハチドリ基金へのご寄付をお願いいたし

ます。詳しくはぎふハチドリ基金の HP（http://gifunpo-fund.org/）をご覧ください。 

 

   

 

http://gifunpo-fund.org/
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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！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

 吉  田  接  骨  院  羽島市竹鼻町飯柄982-2 

                       ＴＥＬ (058) 392-8966 

      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 

 

 電気設備設計施工 雷 屋 
     羽島市正木町須賀赤松290 

      ☎(058)392-1018／Ⓕ392-1214 

 

 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 

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 

奥住・芝田会計事務所    
公認会計士・税理士 奥住 信治   岐阜市上新町27 

公認会計士・税理士 芝田 敦史   TEL(058)262-5965 

公認会計士・税理士 芝田 亜矢子  FAX(058)262-5893 

 

弁護士法人さわやか法律事務所 
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 

この枠の広告を 20,000円で募集！！ 

年間通して 4回掲載します。 

ご希望の方はボランティア協会事務局まで。 

 岐阜県羽島市の歯医者さん

医者さん 
羽島市正木町大浦 2992 TEL 058-325-8383 

 
つ い き 歯 科 

調理設備  設計・施工 

岐阜市日野南 7 丁目 8    ☎（058）246-3120 



 

 

  

  

 

 

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 12月 21日～2020年 3月 23日まで 

 

喫茶いなほ 

吉田接骨院 

レストラン童夢 

スノーヴァ羽島 

コスモスポーツクラブ羽島 

コスモボウル羽島 

こんがり家 

ギャラリーみのり 

美容室ル・レーブ 

居酒屋 ふるさと 

マリオン 羽島インター北店 

（羽島市竹鼻町） 

（羽島市竹鼻町） 

（羽島市小熊町） 

（羽島市福寿町） 

（羽島市福寿町） 

（羽島市福寿町） 

（羽島市舟橋町） 

（羽島市足近町） 

（羽島市正木町） 

（羽島市小熊町） 

（羽島市舟橋町） 

ヘアーブティックゼッピン 

喫茶 ブルームーン 

コメダ珈琲コスモスポーツプラザ店 

むねちゃんラーメン本店 

むねちゃんラーメン神戸店 

がってんむねちゃん 

広瀬歯科医院 

美容室 スタイルボックス 

道とん堀 羽島店 

ミセルマムマム 

花水仙 

（羽島市堀津町） 

（羽島市桑原町） 

（羽島市福寿町） 

（羽島市福寿町） 

（安八郡神戸町） 

 (岐阜市神田町） 

（羽島市正木町） 

（羽島市正木町） 

（羽島市竹鼻町） 

（羽島市竹鼻町） 

（羽島市正木町） 
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ご寄付をいただいたお店紹介 

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。 

6 月 7日（日）かみなりマーケット  

社福寄付金 福田恵津子 福田菜月 神山稚加 

丹羽泉 味岡和子 ㈱一松高木 匿名 5名 

 

 

 

ＮＰＯ賛助会費 島田万乃 馬塲正 神山稚加 

㈱清芳屋 青木繁子 伊藤文代 匿名 1名 

【特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会】 

■正 会 員 年額 1,000円 

■賛 助 会 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 年額 20,000円（広報紙年 4回掲載） 

■一 般 寄 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 

 

【社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会】 

■子ども・子育て支援基金 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 

■Ｏｈａｎａ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  

～会費と寄付金のお願い～ 
 

ご寄付ありがとうございました 

ＮＰＯ寄付金（個人） 林和子 三輪壽子 坂倉邦子 

川合宗次 吉川美知子 森恵子 伊藤房子 安田和代 

後藤佐織  

広告協賛 ㈲ペンテック ㈲前澤葬儀社  

㈱セイコー ㈱サンウエスパ 

行 事 予 定 2020.5 月～7 月 

7 月 5日（日）かみなりマーケット 

※行事は、延期または中止になる場合があります。 

ＮＰＯ寄付品 岩田巌 岩田幸枝 丹下敬史  

成瀬直美 伊藤嘉奈子 渡壁由香 坂端建子 

岐阜紡績㈱入山眞紀 河合モータース 

社福寄付品 ㈱一松高木 太田岩雄 小椋井香保 

（順不同・敬称略） 

5 月 3日（日・祝）かみなりマーケット中止 

24日（日）ボランティア協会総会 中止 

        研修会「地域とつなぐ①」延期 
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