第 96 号

２０２０年
う み 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

作：かみなりくん（児童デイ）

「コンテナのアオキ・フリースペースへの想い」
私が岐阜羽島ボランティア協会に関わったのは、今から 30 年ほど前、障がいのある人もない人も一緒
に楽しもうという趣旨で行われたウォークラリーに参加したことがきっかけでした。この企画は、参加者
全てをシャッフルして初対面の人たちでグループを作って街を歩こうというもので、私は、初めてお会い
する障がいのある方にどんな支援ができるかと動揺しながらも、障がいのある方、親御さん、ボランティ
アの方たちと挨拶を交わし、少しずつ打ち解け、いつしか会話を楽しみながら街を歩きました。
当時、私は障がい者の入所施設に勤務していて、利用者の問題行動を解決することに忙殺される日々で
したが、ウォークラリーの参加は、障がいではなく人として付き合うという当たり前のことを思い返す貴
重な機会となりました。あの頃は任意のボランティア団体だったボラ協が NPO を立ち上げ、社会福祉法人
となった現在も、ほのぼの旅行やかみなりマーケットなど人の出会いを大切にして、障がいのある人もな
い人も一緒に楽しもうという活動を脈々と続けていることは、本当に素晴らしいことだと思っています。
さて、ここ 10 年あまり、医療から始まったアウトカム（成果・効果）評価の流れは介護にも大きな影
響を与え、最近は障がい福祉でも語られるようになってきました。アウトカム評価は成果に目が行きがち
ですが、アウトカムだけではなく、ストラクチャー（構造）
、プロセス（過程）という 3 つの視点が重要
です。アウトカム評価が単なる成果主義に陥ると、本当に困っている人たちに福祉の支援が届かなくなっ
てしまうような気がします。
特に地域福祉では、急いて成果を求めるのではなく、地域に住む人たちの出会い（構造）やお付き合い
（過程）の土壌を熟成させていくことが大切です。人々が気軽に立ち寄り、何でも語り合えるコンテナの
アオキ、フリースペースでありたいと思います。皆さま、よろしくお願いいたします。
岐阜羽島ボランティア協会 兼松博之
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児童虐待と一時保護
2020 年 6 月 16 日付け新聞報道によれば、2019 年度に県子ども相談センター（児童相談所）が
対応した児童虐待件数は 18 年度より 875 件増え、過去最多の 2280 件（18 年度比 62.3%増）でし
た。県の発表によれば大幅な増加の主な理由は「県警からの通告」や「関係機関の情報共有」が
進んだことによるものとなっています。虐待相談の対応として、親元から離して施設入所した児
童は 62 件で全体の 2.7%、面接指導は 2133 件で 93.6%となっています。また市町村窓口に寄せら
れた相談件数も 18 年度から 341 件増え、過去最多の 1295 件だったそうですが、これは子育て世
代包括支援センターが設置され、要保護児童対策協議会や各関係機関との連携が密になったこと
で、増加したものと思われます。
一時保護（実人数）については、18 年度より 80 人増え、255 人（18 年度比 45.7%増）と急激に
増加しており、県内に 2 カ所しかない一時保護所だけでは対応できず、児童養護施設等が受託し
ているのが現状です。当法人においても、2019 年度の一時保護受託児童数は、障害者虐待一時保
護も含め 18 人（延べ）で、前年度 8 人（延べ）の倍となっています。

岐阜県内の児童虐待対応件数と一時保護実人数の推移
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上記のグラフを見ても児童虐待が増加傾向にあることは顕著であり、県だけでなく地域全体
で支援していくことの重要性を伝えています。
たとえば羽島市では、一時保護に至らないケースの場合には、市町村事業である子育て短期支
援事業や障害者虐待一時保護等で対応することもあります。しかし、多くの市町村は子育て短期
支援事業を児童養護施設に委託しており、施設側が受け入れ困難となれば、そのまま自宅に帰さ
れることも少なくありません。絶対的に受け入れ先が不足しているなか、地域にある社会資源の
活用は不可欠です。すでに県内には、子ども支援に取り組むＮＰＯやボランティア団体が多く存
在し、虐待に限らず子どもたちの生きづらさに寄り添い、その支援に取り組んでいます。既存の
制度やサービスにこだわらない地域のネットワークを活かした柔軟な支援活動は、一定の成果
を生み、期待が高まっています。
当法人もまた、子どもたちの笑顔を守るため、虐待の早期発見、予防に努めるとともに、地域
の支援者として、子ども・子育て支援に力を注いでいきたいと考えています。
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TEL 058－391－1613

で い あ い
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
毎週木曜日… ビデオ体操・レクリエーション

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

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。

毎週金曜日… クロスワード

コロナ対策に取り組んでいます！
・送迎中の換気
・部屋の換気
・検温（利用者さん職員全員）
送迎車に乗る前
午前・午後の２回
・強酸性水での送迎車内や施設内の消毒
・手洗い、消毒の強化
・席の間隔を空ける（体操時・食事時等）
・マスクの着用（必要時に応じて）
・３密「密閉・密接・密集」を防ぐ
・ストレス解消として施設周辺の散歩

<スタッフ募集中>
でいあいの壁画
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

コロナで羽島のフジも見に行けなかったので
でいあいのフジでお楽しみください。

ベルマーク集めています。
ご協力お願いします。

防災無線で法人内の各拠点をつないで、速
やかに連絡がとれるようにしています。

（切り取ってなくても

非常時、どのスタッフでも対応できるよう

かまいません）

無線の訓練をしています。
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７月～９月の活動予定

土 曜 で い コーナー

・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）

☺

毎週土曜日、みんなで元気に活動中！☺

・お出かけ・各種レクリエーション

☆2020 年 4 月～6 月までの活動・・・
安心・安全をモットーに過ごしています。コロナの影響でいつもの行事
はできませんでした。ステイホームということでステイ デイアイ＆ソー
シャルディスタンスを守り１階と２階で３か所に分かれて過ごしました。
昼食時は４か所でゆったりと食べました。それぞれの場所で工夫をこらし
折り紙で作ったあじさい

工作や健康体操、DVD 鑑賞などを楽しみました。
【かみなり座】

４月・５月は活動をお休みしていましたが、６月から再開しています。かみな
り座のテーマ曲も出来上がり、メンバーみんな元気に歌っています。この夏に参
加する予定でした「ちんどん祭り」は中止になりましたが、でいあいとかみなり
村で練習の成果を発表する機会を設けたいと思っています。お楽しみに。

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)

新しい内職のお仕事が始まりました！
バリカム元気社では、内職を請け負っています。仕事場をのぞいたことがある方は、黙々とお仕事をする
社員さんたちの姿を目にしたことがあるのではないでしょうか？
さて、ありがたいことに４月から新しい内職のお仕事が始まりました。それは裁断された布をたたむとい
う１００円ショップの商品の一端を担うお仕事です。たたむと言っても、決められた大きさで見栄え良くた
たまなければなりません。また、納期もあります。スムーズに作業を進めるために型紙の改良や手順の工夫
等を行っています。社員さんの「上手になりたい！」という意識の高さに驚かされます。自分の苦手な部分
を確認し、どうしたらうまくいくのかを一緒に考えて取り組んでいます。
こうして社員さんたちが丁寧にたたんだ布がお店に並べられています。布がお客様の手に渡り、様々な手
芸品に姿を変えていくことを想像すると、なんだかうれしいですね！

ぽんはぜ、よく売れています！
ぽんはぜと言えば大正から昭和中期頃まで子どもに人気のあった定番のお菓子ですよね！そんなぽんはぜ
が令和の今、バリカム商品の中で人気を集めています。
サポートセンターの駐車場内で製造機械を使って作っています。来所された方が製造機械が回っているの
を見て、「なつかしいねー」「よく食べたよー」など昔を思い出して懐かしんでくれます。日持ちがするこ
とから、手土産として購入してくださる方も多くいらっしゃいます。バリカムのぽんはぜは玄米で作ってい
ます。甘くてサクサクしてとてもおいしいので、ぜひ一度ご賞味ください！
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洗車
天気のいい日には毎日洗車をしています。送迎車や職員から依頼された車を洗っています。車に乗る
人のことも考えながら丁寧に掃除します。シャンプーでボディを洗ってワックスをかけます。最後に車
内に掃除機をかけます。入念に汚れている所がないかチェックしながら仕上げていきます。
きれいになっていく車を見るとみんなもやりがいを感じ「きれいになったね～」「ピカピカになったね
～」と言い合いながら笑顔になります。
時にはマイクロバスなどの大きな車を洗うこともあります。脚立を使ったり、一生
懸命背伸びをしながら洗車することもあります。洗車の業者さんに負けないくらい、
きれいに仕上げています！

いつの日か…
毎年、梅や桜の季節にはみんなでお出かけを楽しんでいるのですが、今年はコロナの影響でお出かけを
控えています。いつもなら「お花見いつ行くのー？」と催促されるのですが(笑)、社員さんはちゃんとわ
かっていてそのような声は聞かれません。
日頃の生活でも手洗いを意識したり、食事中はなるべくおしゃべりを控えたり、仲間との距離をとった
りして、新しい生活様式が社員さんの中にも定着してきています。
いつまでこのような状況が続くのかわかりませんが、いつかみんなでまたお出かけができる日を楽しみ
にしながら、明るく前向きにお仕事を頑張っているバリカムの社員さんです！

♪バリカムからのお知らせ♪
★バリカムでは植物、革、木材を使用した自社製品の開発に取り組んでいます。
皆様にお披露目できるように頑張っています！
★2020 年 7 月 1 日より、全国の小売店でレジ袋の有料化が義務づけられます。もちろんバリカムも例
外ではありません。7 月よりバリカムではレジ袋の取り扱いはいたしません。お客様にはご不便を
おかけしますが、マイバッグ等をご持参のうえご来店ください。ご希望のお客様へは有料にて紙袋
や布袋を用意しておりますのでお声かけください。
環境問題解決に向けての取り組みにご理解のほど、よろしくお願いいたします。

☆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・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。2020 年 4 月から 2020 年 6 月までに（有）海津化学ゴ
ム様におさめたキャップは 369.42ｋｇ（158,851 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．６７
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
3 月ごろから外部の研修などが新型コロナウィルスの影響で延期や中止になり、各事業所も感染防止対策
などに追われ慌ただしく過ぎていきました。全国に緊急事態宣言が出されましたが、外出を自粛することで
影響が大きかったのは、移動支援です。週 1 回や月数回の外出予定がすべて中止になってしまい、利用者さ
んからは、外出を自粛することでストレスがたまっている様子も伺えました。外出することが日々のストレ
スの発散にもなっていたのに、色々なことを「がまん」しなくてはいけない状況が続きました。5 月になり
やっと緊急事態宣言が解除されましたが、いまだ、コロナウィルスの脅威は、終息したわけではありません。
外出するにもリスクは、まだ避けられません。しっかり予防対策をした上で外出支援を行い、利用者さんが
楽しく安全に外出できるように努めていきたいと思います。

◇行動援護について
今年度、岐阜県が主催する強度行動障害者従事者養成研修の募集が始まりました。コロナウィルス感染拡
大防止のため「基礎研修」は、リモートによる研修になります。詳細は、受講が決まった際に分かります。
「実践研修」は、「基礎研修」を受講した方が対象になりますので、前回「基礎研修」を受講した方は、今
回の研修に申込みをしてください。
「実践研修」は会場での研修になります。行動援護に従事するためには、
両方の受講が必要になりますので、岐阜県のホームページを確認してください。

◇介護職員初任者研修（障がい(児)者対象）について
今年度も上記研修の開催に向けて 3 月下旬から準備を進めておりましたが、「新型コロナウィルス」が全
国で感染拡大し、4 月時点でも終息の予測がつかない状況でした。
当協会は、「新型コロナウィルス」の終息の目途がつかない中、4 月の時点において安全・安心して研修
を開催することが困難であると判断しました。今年度の「介護職員初任者研修（障がい者対象）」を受講者・
講師の皆様に対し、中止とさせていただくことを連絡させていただきました。
今年度の受講を希望している方には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解をお願い致します。
また、来年度に向けて感染拡大防止の対策を踏まえて計画していきたいと思っております。

◇今後の研修等の計画について
「移動支援従事者養成研修（知的障がい者課程）」は、年内の実施を検討しております。
「福祉有償運送運転者及びセダン等運転者講習会」は、年間計画では、来年 2 月に開催予定ですが、コロ
ナウィルスの影響と第 2 波の懸念により、安全対策が整いましたら実施を再検討したいと思っております。
両研修ともコロナウィルスの感染拡大防止の対策を講じた上で実施します。日程等が決まりましたら当協
会のホームページなどにて募集をしますのでご確認いただけますようお願い致します。

6

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

新型コロナウィルス感染症が拡大してはや６ヶ月、皆さんはいかがお過ごしですか。
特に障がいのある方々は、普段以上に不自由な生活になり、つらい思いをしておられるのでは
ないでしょうか。
「なんとなく体調が悪い！」
「微熱がある！」不安があっても、どこに相談して
良いかわからない。そんな時には、まず、以下の窓口に相談してみてください。
（メモの用意があるといいかも）

<新型コロナウィルス相談窓口>
羽島市役所新型コロナウィルス生活支援室
羽島市保健センター
岐南町健康推進課
笠松町健康介護課
岐阜保健所
帰国者・接触者相談センター

058-392-1113
058-392-9937
058-247-1321
058-388-7171
058-380-3004
058-380-3004

平日 8：30-18：00
平日 8：30-17：15
平日 8：30-17：15
平日 8：30-17：15
平日 9：00-17：00
毎日 24 時間

障がい者生活支援センターきつねあなでは、職員が感染源にならない様、
細心の注意をはらって、皆様のご相談にのっています。
検温、マスク、手洗い＆消毒、３密対策として、
出勤調整、部屋の換気、広い会議室でのミーティングなどを行っています。
ZOOM（会議アプリ）を使って支援者同士で会議ができる体制も整えました。参加者は１か所に集ま
ることなく、各職場からパソコンやタブレット等を使って会議に参加する事が出来ます。
来所者には検温をお願いしています。モニタリングは、了解を得て電話で行ったり、ご本人の同意
があれば、担当者がサインの代筆をさせて頂いたり、接触の機会を減らすようにしています。
これからますます暑くなります。熱中症にも気を付けてコロナの夏を乗り切りましょう。
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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）

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、5 月末まで休校が延長されました。学校と同じく集団活動の
場でもある「かみなりくん」では、スタッフ個人の体調管理はもちろん、掃除の徹底、遊具の消毒等施設の
衛生管理から利用時の手指の消毒、検温、体調チェック、こまめな換気、3 密を防ぎながらの活動等、日々
感染予防につとめながら事業運営をしています。それでも感染リスクへの不安から、保護者の判断で利用
を控える子どもたちもいますが、
「かみなりくん」のみんなは今日も元気に活動しています。
いつもなら、集団遊びを通して仲間との関りを意識すること
も療育の基本ですが、今はひとつの活動に集中しないよう子ど
もたちの興味関心に合わせて、様々な遊びを提案しています。
特に外あそびは大人気で、周囲の人目も気にせず体を動かせる
機会は、外出制限によるストレス発散にもなっています。
かみなりくんのお庭には、ぶらんこ、すべり台、シーソー、
お城、砂場と遊具が充実しており、廃車となったバスも置いて
あります。ここでは、運転手ごっこをしたり、かくれんぼをし
たりと思い思いに楽しんでいます。天気の良い日には、庭でしゃぼん玉をしました。太陽の光に照らされ
虹色に輝くしゃぼん玉が、風にのってどこまでも飛んでいく姿を、子どもたちは笑顔で眺めていました。
また、かみなり村本館とかみなり村北館の両施設を利用
できるところも「かみなりくん」の良いところです。木造建
築にこだわり、岐阜県産材をふんだんに使って建てられた
両施設は、いつ訪れても木の香りとぬくもりであふれてい
ます。季節の良い時季には、窓から差し込む日の光がとて
も心地よく、その広々とした空間で、絵本を読んだり、お絵
描きをしたり、DVD を見たり、おもちゃで遊んだり、自分の
お気に入りの活動をしながら、落ち着いて過ごすことがで
きます。
誰もが経験したことのない事態に、窮屈な日々を送っている子どもたちにとって、こうして仲間やスタ
ッフと一緒に過ごす時間はとても貴重で有意義であると思っています。学校が再開しても、未だ終息しな
いコロナウイルスへの不安は拭えませんが、これからも子どもたちが安心・安全に過ごせる居場所づくり
にスタッフ一丸となって取り組んでいきたいと思います。
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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



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

地域子育て支援拠点支援事業

※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。

☆子育てひろば、再開しました！
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 5 月末まで閉鎖しておりました
が、6 月より運営を再開しました。
ただし、リトミック、つくってあそぼう、お誕生日会などの行事
はありません。全て自由あそびのみとなりますので、予めご了承
ください。
また感染リスクを防ぐため、ご利用の際は下記事項を守って頂
きますようお願いいたします。安全な事業運営のために皆さまの
ご理解とご協力をお願いいたします。

★利用時のお願い
① 入口にて検温をお願いします。
（37.5 度以上の方はご利用できません。）
② マスクの着用をお願いします。（※2 歳児以上のお子様は可能な限り着用をお願いします）
③ 入館時には手指の消毒をしてください。
④ 利用カードにご記入ください。
⑤ ソーシャルディスタンス（2 メートル以上の間隔をあけて）に気を付けて利用してください。
⑥ 飲食はご遠慮ください。ただし、水分補給は構いません。
⑦ 施設内の混雑を避けるため、ご利用時間は 1 時間以内でお願いします。
グループでのご利用はご遠慮ください。利用者多数の場合はご利用をお断りすることがあります。

★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
ただ今、マカロンを製作中です。ボランティアさんが
一針、一針ていねいに縫い上げて作っています。
これまで、本当にたくさんの作品が完成しましたが、
そのひとつひとつに作り手さんの気持ちが込められて
います。作品の完成が待ち遠しいです。
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羽島市正木町坂丸二丁目 95 番地

★病児保育室かみなりくん

Tel（058）394-0112

E-mail：kosapo.kaminari＠volavola.org

https://volavola.org/kosapo.html
依然としてコロナウイルスの感染者が発生しています。病児・病後児保育事業
「病児保育室かみなりくん」では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、
羽島市との協議を重ねながら、通常の受け入れとは異なる受け入れ基準に変更す
る場合があります。
「病児保育室かみなりくん」の HP や羽島市の HP に掲載されていますので、各
自ご確認ください。

★はしま広域ファミリー・サポート・センター

Tel（058）391-1228

「はしま広域ファミリー・サポート・センター」では、『提供会員養成講座』を 11 月
頃に岐南エリアの会場で開催予定です。

この養成講座は毎年開催され、4 日間で 24 時間の充実した内容となっております。
今年度については新型コロナウイルスの影響で、変更等が生じる場合があります。
研修日程や講座内容、また変更等につきましては「はしま広域ファミリー・サポー
ト・センター」の HP に掲載されますので、よろしくお願いいたします。

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）

こんにちは。グループホームゆうやけこやけです。
コロナ禍の中、ゆうやけこやけでも対策を行っています。手洗いや毎日の検温はもちろんですが、食
事の際には部屋を分けたり、外出や帰省、家族との面会も減らして頂いたりと、人との接触を避けるよ
う気を付けて生活しています。
そんななかで迎えたゴールデンウイーク。例年なら、帰省したり、竹鼻まつりや喫茶店へ出かけたり
と楽しみな連休なのですが、今年はどれもままなりませんでした。少しでも気分転換になればと、毎年
恒例のバーベキューは、対策をしながら行う事にしました。消毒や手洗いの徹底に加え、屋根付きのテ
ラスだけでなく、庭にテントを張り、また室内も使って、テーブルの間隔をあけ、密にならないよう工
夫しました。久しぶりのイベントに、焼きたてのお肉や野菜、外で食べる食事は、束の間ですが笑顔あ
ふれる楽しい時間となりました。
緊急事態宣言は解除になりましたが、以前と同じ生活に戻るにはまだ時間が
かかりそうです。生活を楽しむ工夫を入居者と一緒に考えていきたいと思って
います。
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住 所：羽島市正木町坂丸２丁目 63 番地

かみなり村北館

TEL ：058-372-3437
FAX ：058-392-7380

生活介護

Email：moana@npo-vola.org

月曜

… ヒップホップダンス

木曜

… ウォーキング

レクリェーションとして、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

◇

ステイホーム

◇ ------------------------------------------------

寒さもやわらいできた心地よい季節にもかかわらず、コロナの影
響でお出かけができない時期でした…

それでも外へ出るのは気持

ちいい！と人ごみと暑さに注意を払いながら北館付近をよくウォー
キングしていました。
また室内でのレクリェーションも充実(^^♪

いつものように

YouTube を見ながらの運動、カラオケに加え、黒ひげ危機一髪やジェ
ンガなどのゲーム、母の日・父の日にちなんだ工作など支援員が工
夫を凝らした活動が盛りだくさんでした。皿回しでは、利用者の皆
さんより職員が夢中になって楽しんでいましたよ♪
少し人数を減らして行うダンス、同じ方向を向いて行う音楽療法
など、コロナ対策を施しながら少しずつ活動を再開していますが、
ステイホーム期間もなかなか楽しめている様子でした。

◇ 畑のおしごと

◇ ----------------------------------------------------------北館のＨさん、畑のお仕事デビューです！もっくるの職員さん
に作ってもらった特別な道具を使って種まきをしました。カップ
に丁寧に土をいれ、とうもろこしの種を２粒ずつ指で土の中に入
れ込んでいきます。そして 1 週間後― なんと！もうカップから
芽がでていました。植物の生長を感じられるのもうれしく、こう
して植えたとうもろこしが実をつけるのも楽しみですね。
これからどんどんおいしい夏野菜が採れそうですが、そのかげ
には炎天下で作業してくれている利用者さんやスタッフの力があ
るんですね。いつもありがとうございます(^^)

◇ ししゅう作品

◇ -----------------------------------------------------------

毎日コツコツと刺しゅうのお仕事をしている T さん、またまた力作
が完成しました。浮き出てきそうなケーキが本当に素敵です。写真で
は伝わりにくいので、実際に見ていただける機会があるといいなぁ…
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住 所：羽島市正木町坂丸１丁目 50 番地
TEL ：058-372-3001
FAX ：058-393-0086
Email ：container@volavola.org

月曜日

Email：
…リサイクル

火曜日

… 音楽・運動

水曜日

…音楽

木曜日

…ノルディック

金曜日

…運動

（第１金曜日

… 音楽療法）

４月から生活介護のコンテナのアオキがはじまりました。新しい環境でのスタートに心配もありま
したが、少しずつ環境にもなれて、リラックスして日々の活動ができるようになってきました。これか
らも楽しく活動を行っていこうと思います。
【お仕事】
“わたほぐし”や“紙ちぎり”
“布切り”を行ってい
ます。
紙ちぎりは、牛乳パックを煮てフィルムを剝がしま
す。その紙をみんなで細かくちぎっていきます。細か
くちぎった紙はバリカムへ渡しています。その後は、
バリカムで廃油の吸い取りパッドに加工し、販売して
います。

【新しい仲間】
4 月からコンテナに新たに仲間が１名増えました。元気いっぱい毎日楽しく過ごしています。
【気動車】
6 月に、コンテナのシンボルとなる気動車と信号機が『ジェイアール貨物・北陸ロジスティクス』
さんから「かみなり村」に移転保存されました。マニアにはたまりませんよ！
福島県生まれのキハ 605(緑色と白色)の気動車です。皆さんはご存じですか？
今後は気動車の上にオブジェを付けて、中に入れるように階段も設置する予定です。皆さんもか
みなり村に立ち寄った際は、是非見に来て下さい♪
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※気動車の詳細は P.14 に記載しています。

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

【今年もアイガモがやってきた】
今年も可愛いアイガモがかみな
り村にやってきました。その数は昨年より少し増えて 147 羽。小
屋のお世話は本舗の利用者さんが行いました。初夏のアイガモ小
屋は蒸し暑く、臭いもするので清掃作業は大変でした。
（普段おし
ゃべりな Y 君が無口になるほど）小動物や匂いが苦手な利用者さ
んには難しい作業ですが、それでも皆さん一生懸命に掃除を頑張
りました。
掃除内容は小屋の床に敷いているフンの入ったもみ殻を集めて、
一輪車に積みます。また新しいもみ殻を撒いて、エサをあげます。
一輪車に積んだもみ殻とフンは本舗の畑横に積んである堆肥置き

1 か月半でこの大きさ！

場まで運んで、そこでしっかり発酵させて肥料として畑で再利用
しています。
しかし、今年のアイガモは大食漢でエサをいくら上げても

すぐ

に食べつくすありさま。おかげで来た当初は生まれたてのヒナが、
1 か月半ですっかり大きな大人の鳥に変身。声も大人のカモの鳴
き声となり、毛の色も濃い茶色に生え変わりました。
そんな大きく育ったアイガモ達も 6 月の中旬には桑原町の田んぼ
でアイガモ農法として頑張るために巣立っていきました。一羽も
死ぬことがなくみんな元気な様子を見て、JA の方も驚いていまし
た。それもみんなで愛情を持ってお世話した結果だと思います。残

掃除毎日がんばりました

った数羽は西館のクスノキの下で過ごしていますので、見に来てく
ださいね。

【野菜の収穫】
本舗の畑では畑の面積が増えた分、仕事も増
え、みなさん連日頑張って作業にあたっています。
夏はとにかく雑草との戦い。みんな毎日黙々と草刈りを頑張っています。
新しい納屋が出来たとき、一緒に井戸も作っていただきました。その井
戸水を使って、日照りが続く日は水やりもしています。長いホースで水
撒きするためには二人一組で行います。野菜の上にホースが乗らないよ
う、お互いに声を掛け合いながら水撒きをします。
夏野菜の収穫も本格的になってきました。ナス、トマト、ゴーヤ、ピーマ
ン、キュウリなど。毎日収穫しても追いつかないほど。北館で販売してい
ますので是非お買い求めください。

チームワークで作業します
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【てづくりシール】
今ふくふくでは、
「てづくりシール」を作っています。
それぞれの個性がキラリ☆と光る、素敵なシールばかりです。
それぞれの絵の商品が一つずつ増えていくよう、これからもいろんなアイデアを
考えていきたいと思っています(*^o^*)
【園芸まめ知識

第一回】

今回からは、
「園芸まめ知識」として園芸に
手描きのシールです

ついて紹介していきます。
「∞

8 の字結び」

今回は、野菜の育て方で、8 の字（∞）結びについてお話しします。
トマト・ナスなどや野菜の苗を植えるとき、風などで倒れないよ
うに支柱を立てて、紐で縛り固定しますが、このとき紐で支柱と苗
の間に余裕を持たせ 8 の字に結びます。苗を動かないように、支柱
に縛り付けると苗が生長して茎が太り、紐がくい込み折れやすくな
ります。また苗が動かないように固定すると、根は安心して成長が
遅くなってしまいます。風などで苗が揺れて、根に引っ張りや圧縮
がかかると、それに対応して根が生長を早めます。
では、緩く円く縛るだけだと、苗が紐の円の縁で擦れて傷がつい
たりして、そこから折れやすくなります。8 の字だと、紐と苗が同じ
動きをするので擦れずに痛みません。最初の固定場所だけでなく、

8 の字結び

生長に従って固定する箇所も増やしていきましょう。

毎週土曜日（祝日の場合はお休み）18 時から（20 時半ラストオーダー）21 時までやっています。
感染症対策として、来店時に検温と手指消毒をさせていただきます。よろしくお願いします。
4 月に開設した「コンテナのアオキ」に気動車キハ 605 を移設しました。昭和時代の車両で、レトロな気
動車として人気を博し、大切に保管されていたのを、かみなり村の新たなランドマークとして迎えました。
■キハ 605 主要諸元
宇都宮車輌（後の富士重工業）製 機械式気動車（クラッチ付き）
車長 12240 ㎜

車幅 2720 ㎜

ぜひ、見に来てください！

車高 3685 ㎜

機関

日野 DA55 形空冷ディーゼルエンジン DMH17B

台車

ND208B／ND20BC 定員 120 名（座席 80 名→82 名）
所

1951 年

有

160PS／1500 回転

者

車

常磐炭礦株式会社
（後のいわき市スパリーゾートハワイアンズ）

番

キハ 21

1959 年

岡山臨港鐡道鉄道株式会社

キハ 1003

1984 年

紀州鉄道株式会社

キハ 605

2001 年

ふるさと鉄道保存協会
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新型ｺﾛﾅの影響を受け、昨年度末からの長い長いお休みの期間が終わり、
ようやく子どもたちの元気な日常が戻って来ました。
学習・運動(？)・遊び・お手伝い(？)と、本当に頑張りました。
特に遊びは、あるもので作り出す楽しさや懐かしいｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑなどの面白さを発見、
ﾌﾞｰﾑが来ています♪
柏餅、ちまき、ｽｲｶ、おやつ等たくさん頂きました。
いつも本当に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＊

ご協力ありがとうございました。

（R2 年 4 月～）

今後ともご協力を宜しくお願いします。

＜寄付品＞（順不同）

(例えば：洗濯用洗剤、ﾃｨｯｼｭ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、

ひるたん,辻󠄀井さん, ご近所の方々

ｷｯﾁﾝ洗剤などの生活必需品、お菓子等)

ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙおじさん,その他匿名多数

Vol. 18

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？
中指の下ラインに伸びている線の下のほうが、二股に分かれているあ
なたは、目上の方に可愛がってもらえる吉運を持っています。
仕事運があるので自営をしたり、組織の中にいても

『ちょう愛線」

リーダーシップを発揮して働ける人ですね。
上司に引き立ててもらえたり、とてもよくしてもら
えることでしょう。

この手相は、ごろごろのＭさんの右手に発見しました！
これからも愛とサポートの循環の中で、楽しくお仕事できると良いですね❤
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By クリスタル佐織

お

は

な

№30

自立援助ホーム
ホーム長

味岡

―Ohana とはハワイ語で家族・仲間の意味です―
☂ 雨と髪
しとしとと降る日も、ザーザーと音を立てて降る日も、いつもと変わらず仕事や学校へ向かう子ども
たち。出かける時のお決まりのセリフが「もう雨嫌だ～、髪の毛が～～。
」
年頃の子は自分の身体が濡れることよりも、髪の方が大事なようです。
☆

最近の Ohana の子どもたち☆

・Ｒちゃん…介護福祉士の資格取得のため猛勉強中。学校と仕事の合間に頑張っています！
・Ｎちゃん…高校に無事合格！勉強と仕事の両立は大変そうですが、なんとか踏ん張れ！
・Ａちゃん…自動車学校に通うことが決定！「できるかな…」と不安げに嘆き中です。
・Ｍちゃん…コロナの影響でバイトが激減…からの復活！元気に仕事へ行っています。
・Ｍちゃん…仕事先まで歩いて 40 分程。
「お散歩感覚！」とほぼ毎日。感銘を受けます。
・Ｙちゃん…新しくやってきました！毎日学校へ行き、バイトも頑張っています。
※

本年度のバーベキューについて

※

本年度のバーベキューは、コロナによる万が一の事態を考慮し、見送らせていただきます。
楽しみにしてくださった方申し訳ありません。またお会いできる日を楽しみにしています！！
Ohana 基金への寄付のお願い
Ohana に寄付をいただいた方

現在入居している 15～19 歳の子どもたちのほと

（R2 年 3 月～6 月）
＜寄付金＞

んどが家族や近親者の援助がありません。この

(順不同・敬称略)

先誰がどのように生活や身元の保証をするかな

味岡和子 浅井信一 奥住信治

ど、多くの問題を抱えています。

国際ソロプチミスト岐阜 (有)雷屋、

そこで、子どもたちの様々な緊急時対応の資金

(株)一松高木 その他匿名

援助として「Ohana 基金」を創設し、ご協力をお

＜寄付品＞

願いしています。

太田岩雄 浅野喜代子 阿部あゆみ
杉山明美 森恵子

伊藤知子

ぜひご支援いただきますよう、心よりお願い申

平松哲夫

し上げます。

岡崎貴美代 辻井孝明 鍬田逸雄
(株)一松高木 三輪稔 井村まゆみ
若草プロジェクト 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

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

児童福祉施設退所者等アフターケア事業

×

居住支援法人

新型コロナの影響で生活が困窮する学生等
の若者に向けて、ホームページを更新しまし
た。（右記参照）ここでは、相談窓口や追加の
奨学金の紹介をしています。
今後も随時更新しながら、有意義な情報発
信をしていきます。
多くの職親企業様が、新型コロナの影響で経営が苦しい中でも、
就職した若者達の雇用を継続してくださいました。
県内の児童養護施設で暮らす若者が 2 泊 3 日の自活訓練のため、

Lala の部屋
ＨＰ

Lala の部屋での宿泊をしました。

前年度は「若者を応援する企業と 7 種のガイド BOOK」を作成し
ました。県内の児童相談所や児童養護施設等に配布しました。
今年度も、新たに障がい福祉、金銭管理、契約行為等について
の内容を加え、バージョンアップに向けて作成中です。

居住支援法人
ＨＰ

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。

ぎふ職親
プロジェクト
HP

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（敬称略）

Lala の部屋

058-322-5066
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lala@volavola.org

味岡、水野、吉田

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。
コロナウイルスの影響で、ここ数ヶ月自粛生活が続く中、利用者さんは各々できることに挑戦
しました。
たとえば、居室でのご飯づくり、おやつづくり等ホーム内で楽しめることをしました。「唐揚げ、
焼きそばは得意料理になったよ‼」
「ブラウニー、美味しくできたよ❣」と嬉しそうに話す声も聞け
ました。6 月末には毎年恒例のバーベキュー大会を開催。ウイルス対策にも取り組みながら、スタ
ッフも利用者さんもみんなで賑やかに鉄板を囲み、久しぶりにストレス発散が出来ました。

お菓子づくり
に夢中。
できあがりが
楽しみです。

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】
◆正

会

員

◆賛 助 会 員
◆広告賛助会費

【社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会】

年額 1,000 円

◆子ども・子育て支援基金

個人年額 3,000 円/1 口

大垣共立銀行羽島支店

団体および企業年額 10,000 円/1 口

口座名義

年額 20,000 円（広報紙年 4 回掲載）

◆一 般 寄 付

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

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

◆一 般 寄 付

ぎふ農協正木支店

普通 0008373

大垣共立銀行羽島支店

特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会

普通 1150877

口座名義

口座名義

普通 1126391

社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会

普通 1126362

社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会

新しいスタッフの紹介 ～よろしくお願いします～
・田中 由勢子さん

所属：かみなり村北館

・高木 和子さん

所属：でいあい

・岡田 邦子さん

所属：かみなり村北館

・大野 昭博さん

所属：でいあい

・牛田 友紀さん

所属：かみなり村北館
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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

調理設備

岐阜市日野南 7 丁目 8

吉 田 接 骨 院

設計・施工

☎（058）246-3120

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

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

羽島市正木町須賀赤松290
〒500-8268 岐阜市茜部菱野 1 丁目 19
TEL 058-216-3180 FAX 058-216-3185

☎(058)392-1018／Ⓕ392-1214
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行 事 予 定

ご寄付ありがとうございました

2020.8 月～11 月

2020 年 3 月 24 日～2020 年 6 月 23 日まで
8 月 2 日（日）夏まつり 中止

（順不同・敬称略）

社福寄付品

9 月 6 日（日）かみなりマーケット 中止

㈱一松高木 ㈱ワークショップ

10 月 4 日（日）かみなりマーケット（予定）

社福寄付金
山田美加 奥住信治 ㈲雷屋川合宗次 匿名 5 名

11 月 1 日（日）オレンジリボンラン 中止
ＮＰＯ寄付品
※行事は、延期または中止になる場合があります。

岩田巌 国田賢次・康恵 岩田由廣 横山喜代美
日置晃 成瀬正直

みなさまからの温かい浄財は行き場の

鳩代博美

匿名 2 名

ない子どもの立ち直り支援や生活困窮者

ＮＰＯ寄付金（個人）

支援など法律・制度では補えない活動に

河合恒子 臼井浪子 喫茶いなほ ㈲本荘塗装

活用させて頂いております。

川合宗次 日置晃

ＮＰＯ賛助会費
(医)充仁会岩佐医院 家具ショップゾン 河合モータース 大垣共立銀行 奥住・芝田会計事務所 ㈱高陽社
羽島ロータリークラブ 日東工業㈱

㈱岩正商店 ㈱カミノ

弁護士法人さわやか法律事務所 ㈱川瀬組

丸栄コンクリート工業㈱ ㈱田中工務店 ぎふ農業協同組合 ㈱中部自動車工業 ㈲前澤葬儀社 稲垣米穀店
㈲エイワンモータース (福)江吉良保育園
㈲雷屋 岐阜羽島バス・タクシー㈱

㈱セイコー ㈲ペンテック ㈱ワークショップ

㈱サンウエスパ

㈲東海鈑金

広告協賛
吉田接骨院

おおつか畳店

（医）充仁会岩佐医院

奥住・芝田会計事務所

弁護士法人さわやか法律事務所

㈲エイワンモータース ㈲雷屋 ㈲サンエール
ＮＰＯ賛助会費（個人）
杉山武子 井上洋一 田内敏夫 廣瀬元三

浅井照子

田中忠光 坂下繁 中村正誠

服部治子 青山恵子 金尾雄孝 山田美加

篠田美代子 木村将 山田耕司

永田ルミ 豊田敦子

匿名 1 名

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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