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画：かみなり村本舗 ｙ.ｙ

福祉を目玉に地元の企業・自治会と連携
前号（くろーばあ 97 号）でもお伝えしましたが、乗り物シリーズに次ぐ「かみなり村観光プロジェ
クト」の新企画を、地元の商工会議所や関係機関と調整・協議しながら考案中です。
当法人は発足以来、障がいがあってもなくても誰もが安心して暮らせる社会を目指してきました。
本プロジェクトの要となる「かみなり村」には、かみなり村本館をはじめ多くの施設が点在していま
す。ここでは障がい福祉サービスに加え、一時保護や社会的養護、親亡き後を見据えた自立体験と生
活訓練、社会体験・ボランティア活動推進、人材育成、地域交流など様々な活動の場を提供し、4 月開
設のコンテナのアオキでは、障がいのみならず虐待、不登校、生活困窮、非行など様々な生きづらさ
を抱えた人々の居場所（フリースペース）づくりにも取り組んでいます。今後もこうした取り組みを
継続し、地域との連携を図りながら、地域福祉の拠点としての機能を備えていきたいと考えています。
これまでロンドンバスを置いたり、アイガモを飼ったり、コンテナハウスを建てたりと、福祉施設
でありながら思いつきとひらめきでユニークな事業を展開してきました。かみなり村に新しい施設が
増える度、地域に理解と協力を求め、その関係を深めてきました。かみなり村が孤立することなく地
域に存在し得るのは、このまちの人々の優しさのおかげだと思っています。県内外の福祉関係者に福
祉のまちづくりモデルを提案すべく、また福祉のまち・はしまの良さを伝えるため、羽島商工会議所、
市内の旅行、飲食、宿泊等企業関係者と連携、地元自治会の協力のもと視察コースをつくって巡り、
地域の活性化にもつなげる目論見です。当法人の就労支援事業所「バリカム元気社」
「かみなり村本舗」
は、ただ今、お土産用商品開発に奮闘中です。
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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フリースペースと就労支援
コロナ禍の影響により稼働が遅れていたフリースペースですが、10 月から民生委員児童委員協議
会や教育支援センターなどに活動の趣旨説明をし、広報活動を始めました。今や不登校・ひきこも
りは深刻な社会問題となっており、子どもだけでなく家に引きこもってしまった高年齢の人も対象
としています。現在少しずつですが、民生委員主任児童委員さんや関係機関から問い合わせや見学
の人が来ている状態です。
フリースペースは、様々な理由で生きづらさを抱えた子ども・若者に安心して過ごせる空間を提
供するもので、ボラ協では、かみなり村内にある施設を利用して行っています。障がい児者と同じ
空間で過ごす時間は、子ども・若者にとっては非日常的な空間でもありますが、家庭でもなく学校
でもない居場所との出会いが子どもの孤立を防ぎ、自分らしさを見い出すきっかけになればと思っ
ています。
就労は自立への第一歩ですが、長い間社会から離れていた若者が安定した仕事に就くことは容易
ではありません。制度では生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事業や就労訓練事業があります。
（羽島市は実施していませんが・・・）市町村から認定され、障害者総合支援法の訓練給付を受けれ
ば「就労移行」などもチャレンジすることができます。フリースペースコンテナでは、ゆるやかな就
労移行の手段として地域活動支援センターや就労継続支援Ｂ型による就労支援、施設外就労や施設
外支援などを行っていく予定です。
また教育の機会を保障することも自立支援のひとつだと考えます。不登校の末、義務教育も十分
に受けられず、成人になっても仕事に就くことが出来ず、ひきこもるしかなかった子どもたちが、
再び学びの機会を得ることは、とても意味のあることです。事実、低学歴ゆえに希望の職種に就け
ない、就職先を選べない、学歴差別を受けるということもあり、多様な学びの機会（たとえば夜間中
学など）が求められています。

フリースペースコンテナ と 地域生活支援拠点
生活困窮者自立支援制度
認定就労訓練事業者
相談、緊急宿泊、体験
人材育成、地域づくり

障害者総合支援法
① 就労継続支援Ｂ型
・就労支援事業

フリースペース

就
労
支
援

コンテナ
福祉体験、創作的活動

・施設外就労
・施設外支援
② 地域活動支援ｾﾝﾀｰ

作業体験 等

・就労支援事業

地域生活支援拠点機能

アフターケア Lala の部屋
障害者就業・生活支援セン
ター
移行
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等

連携による就労

TEL 058－391－1613

で い あ い

FAX 058－393－1218（担当 相崎）

生活介護・就労継続支援 B 型

毎週月曜日… カラオケ

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

毎週火曜日… ＴＶボーリング

粘土細工・季節の工作・ボーリング大会・カラオケ・各

毎週水曜日… 健康体操

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

江南フラワーパークへ
良い天気だったので思いきってみんなでお出かけ
しました。パーク内はかわいいハロウィーンの飾
りでいっぱいでした。コスモスもきれいに咲いて
いました。毎年羽島市内で開催されるコスモス祭
りもコロナで中止になったのでより一層楽しめま
した。その後クリスタルフラワーを散策しました。
屋上ガーデンに上がると、色々な植物が一面に広
がり、心も癒されました。久しぶりの外出に皆さ
んの笑顔も見られ会話が弾みました。コロナ禍で
外出の機会も少ないですが、また行けるといいね(*^-^*)

図書館展示
10 月 1 日から 10 月 29 日まで、でいあいの利用者さんが
作った作品を図書館に展示させていただきました。
粘土細工で、十五夜お月さまや夏のひまわり畑、その他ぬり
絵やいろいろな作品を飾り、かわいく仕上がりました。
利用者さんにも見に行ってもらうことができ、喜んでいただ
けました。
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1 月～3 月の活動予定
・各種ダンス（ごぼう先生のビデオ体操・鈴木

土 曜 で い コーナー

先生・スタッフおすすめダンスなど）
・健康体操・各種レクリエーション・季節の工
作・DVD 鑑賞など。

☺

お出かけは休止中です。

毎週土曜日、みんなで元気に活動中！☺

コロナ禍のため、思うように活動できない中クリスマスの時季
を迎え、土曜デイでは 1 階と 2 階に分かれてクリスマス会を行
いました。DVD を見ながらみんなで歌ったり、
おやつを食べたりしました。最後に職員がサンタ
クロースに扮してプレゼントの配布をしました。

＜かみなり座＞
みんなが楽しみにしているクリスマス会。かみなり
座のメンバーで会を盛り上げようと、クリスマスス
テージを行いました。
お馴染みのクリスマスソングに加えて、メンバー選
りすぐりの曲を数曲披露しました。結成以来、毎回
練習している「パプリカ♪」もノリノリで歌って踊
りました。クリスマスらしく、メンバーみんなで作
ったお面をかぶり、折り紙でつくったツリーやサン
タを飾りました。コロナ禍で外部公演の機会がなく
なり、今年度初めての舞台でしたが、日頃の練習の
成果を発揮することができ、とても楽しい時間と
なりました。

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）
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☎ 0５8-391-1613

FAX 058-393-1218

E-mail: baribari-genki@volavola.org

担当 鈴木(み)

安納芋の焼き芋・干し芋好評です！
今年も鹿児島県種子島より、安納芋が入荷しました。もうご存知の方もいらっしゃると思いますが、

「

安納芋の焼き芋はしっとりして、とろけるような甘さです。また、安納芋の干し芋もたいへん好評をい
ただいています。自然の甘さいっぱいの黄金色に輝く干し芋も一度食べたらやみつきになります。焼き
芋、干し芋ともにお子様のおやつにもぴったりです。
バリカム元気社はご近所のセブンイレブン羽島竹鼻町狐穴店様のご厚意で、駐車場の一角をお借りし
て、焼き芋、干し芋を社員さんと一緒に販売しています。お得な生芋も販売しています。ご来店、お待
ちしています！月～金曜日 10 時～15 時に販売していますが、天候や都合によりお休みさせていただく
こともあります。上記の時間外やお休みの日も、はしま福祉サポートセンターで直接お買い求めいただ
けますので、下記までお問い合わせください!
【はしま福祉サポートセンター内 でいあい（バリカム元気社）ＴＥＬ：０５８－３９１－１６１３】

革・木工製品・ドライフラワー販売してます！
バリカム元気社ではかわいい小物を販売していますが、続々と新商
品が加わっています。
春から育てているハーブやお花のドライフラワーと、木材、革を組
み合わせ、バラエティに富んだ雑貨やおもちゃを作っています。
ご近所のお店の店長さんが、木で作ったかわいいサンタクロースと
雪だるまを気に入ってくださり、店頭に飾ってくださいました。
ありんこ店で販売していますので、ぜひどうぞ！見ているだけで楽
しいですよ！見るだけでなく買っていただけると嬉しいです（^^)
ブログでも紹介していますので、ぜひご覧くださいね！
『バリカム元気社の日記』で検索してください♪

養老へお出かけ
10 月 16 日にみんなで養老公園へお弁当を持って遊びに行きました。天気予報では雨になって
いたのですが、到着すると太陽が出迎えてくれるかのように出てきて、青空が広がりました。公
園内の広場でシートを広げ、お弁当を食べました。外で食べるご飯はいつもと違っておいしいで
すよね！
その後養老の滝まで歩きたい班と広場で遊びたい班に分かれて楽しみました。滝までは約 30 分
ほどですが、坂が続いてみんなで「がんばれ、がんばれ」と声を掛け合い、無事に着く事が出来
ました。滝は涼しく、マイナスイオンがいっぱいで気持ちよかったです。
広場では“だるまさんがころんだ“と“ハンカチ落とし”をしました。
久しぶりのお出かけだったので、たくさん体を動かして楽しみました。
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北館へウォーキングでお出かけ
社員さんとの会話の中で「『コンテナのアオキ』の電車を見た事がない」との一言があり、マ
ーケット等が開催されていない事で、キハ 605 を見た事のない社員さんがたくさんいることに気
づきました。
お出かけに行きたいとの声も多々あったため、『電車を見がてら北館の喫茶でお茶をしよう』
と計画を立てました。北館まで希望者のみ、片道だけでもウォーキングをしてもらう予定でいま
したが、多くの社員さんが「往復歩きたい！」と言ってくれ、気候の良い中とてもいい運動をす
る事ができました。
みなさんが一番の楽しみにしていた北館喫茶では、バリカム用に場
所とかわいくラッピングされたお菓子などを用意していただき、みな
さん幸せそうに飲み物やお菓子を味わっていました。
その後、今回のメインイベント、コンテナのアオキに行きました。
電車好きの社員さんは運転席に座り、運転手さんになった気分で「発
車します！」などと言いながら楽しんでいました。社員さんみんなで
座席に座り、しばらくの間レトロな雰囲気を楽しみました。
翌日には大勢の社員さんが「身体が痛い」と笑顔で言っていました。

☆お願い☆
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、ありがとうございます。
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

・牛乳パック ・ペットボトルキャップ

・トイレットペーパーの芯（紙製の固い筒（紙管）は回収できません。）
・アルミ缶（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。）
☆牛乳パック、アルミ缶、ペットボトルキャップはきれいに洗っていただけるとありがたいです。
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。
☆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。2020 年 10～11 月に（有）海津化学ゴム様におさめたキャップは 333.64ｋｇ
（143,465 個）でした。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。
今後とも、みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。
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喜楽舎 ＮＯ．６９
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

◇移動支援従事者養成研修(知的障がい者課程)を開催

12 月 13 日から毎週日曜日を中心に 6 日間行いました。昨年の研修は、受講者が集まらなかったため開催
しませんでした。今回もコロナの影響により開催するかどうか、とても迷いました。
夏頃、一旦感染者数が落ち着きましたが、秋以降はコロナの状況が読めなかったこともあり、一般募集は
せず、法人内でまだ資格を持っていないスタッフを中心に募集をしました。
今回、各事業所のスタッフ 8 名が受講しました。2 級ヘルパーや介護職員初任者研修修了者でなくてもこ
の研修を受講すれば、羽島市の要綱に沿って移動支援従事者として活動ができます。
他の「移動支援従事者養成研修」より当法人が主催する研修の時間数が少し多いのは、障がいのある方に
よっては、身体（視覚障害含む）
・精神・知的すべての障がいがある方や知的障がいと身体障がいが両方あ
る方など様々です。その方の外出支援に伴い、すべての障がいに対する基本的な知識をこの研修で学んでい
ただくことを目的としているため、あえて時間数を多く取っています。
「視覚障がいの理解」の講義では、丸い皿にあるおやつをアイマスクを
した状態で食べる。講師が、丸い皿を時計に見立てて「６時のとこに
ゼリーがあります。１２時のところにお茶があります」と説明を受けて
どんな味のゼリーかを当て、実際感じた味と目で見たパッケージの味と
は、違っている受講者もいました。
研修のうち 2 日間は、受講者と利用者さんが実際に外出をしました。
以前から「電車に乗って外出をしたい」というニーズがあり、この研修きっかけに初めて喜楽舎の移動支
援を利用した利用者さんもみえました。電車が大好きということで移動支援をとても楽しみにしていたそう
です。外出の楽しみは、電車・バスに乗る、欲しいものを買いに行く、食べたい物を食べるなど、希望は様々
です。この資格を取った支援員さんたちが、多くの利用者さんのニーズに応えられるように頑張っていただ
きたいです。
◇豪雪で車両での身動きできなくなったら・・
新潟県などで降った大雪による関越自動車道の立ち往生は、発生から２日を経った夜に解消したというニ
ュースがありました。昨年は、雪がほとんど降らなかったので天気予報で「雪が降る」という予報がされて
いても「積りはしないだろう・・」と安易に思っていたら、先日岐阜で降った雪は、思いのほか積雪があり、
驚きました。今回は、豪雪で身動きが取れなくなった場合についての対応を少しお伝えします。
・地吹雪などホワイトアウトの状況では、ハザードランプを点灯して停車
・マフラーの排気口が雪でふさがれると一酸化炭素中毒の危険が伴うので注意
・救援を待つ間に排気ガスの逃げ道だけでも除雪を行う
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☆みなさんも十分に気を付けてください。

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

あけましておめでとうございます。
昨年は、コロナウイルスに世界中が震撼した一年でした。ワクチン開発など光明が見えつつありますが、
まだまだ、その猛威は衰えるところがありません。お互い十分注意しましょう。
一年の計は元旦にありとよく言います。何事も始まりが肝心ということで…今回は、相談支援の始まりを
皆さんにご紹介します。
戦後、昭和 20～30 年代にかけて障がい者福祉に関連する法律として、児童福祉法、身体障害者福祉
法、社会福祉法、知的障害者福祉法などが成立しました。対応する専門職として、福祉事務所などに身体
障害者福祉司や児童福祉司、知的障害者福祉司といった専門職が配置され、今でも行政専門職として存
続しています。
一方、日本の障がい者福祉は長らく入所施設の整備が中心だったため、行政の役割も施設入所の手続
きが主で、現在行われているホームヘルプや移動支援、通所など、地域で暮らす障がいのある人たちのね
がいに応えるような在宅福祉サービスはほとんどありませんでした。しかし、昭和 56 年「国際障害者年」を
契機に、日本でもノーマライゼーション（地域で普通に暮らす）が浸透し、障がい福祉政策も施設整備から
在宅福祉へと大きく舵を切ることになりました。
平成 2 年、地域で暮らす障害児（者）の相談窓口として「心身障害児（者）地域療育等拠点施設事業」（コ
ーディネーター事業）が始まりましたが、この事業は入所施設の機能を生かして地域を支援するものでし
た。しかし、平成 7 年に策定された「障害者プラン～ノーマライゼーション 7 か年戦略」では、概ね人口 30
万人当たりに 2 か所の拠点を設けて、障がいのある人が地域で生活できる体制を整えるというもので、こ
れが今の障がい者相談支援や地域生活支援拠点の原型になっています。
その後、平成 15 年に措置制度が廃止されて、障がい者自身がサービスを選択する契約制度に改めら
れたことによって、相談支援体制を充実させることがさらに重要になりました。そして、平成 25 年に施行さ
れた障害者総合支援法において、障がい福祉サービスを利用するすべての障がいのある人たちにサービ
ス等利用計画の作成が義務付けられ、現在に至っています。
「一年の計は元旦にあり」の由来は諸説ありますが、その一つが戦国武将、毛利元就の言葉、「一年の
計は春にあり、一月の計は朔（ついたち）にあり、一日の計は鶏鳴にあり」と言われています。
サービス等利用計画の作成は、文字通り計画的に事を進めなくてはいけません。計画通りにならないこ
ともありますが、福祉サービスを利用する皆さまが少しでも安心して利用できるように努めていきたいと思っ
ています。また、現在はサービス等利用計画の作成が支援センターの主な業務になっていますが、地域で
暮らす障がいのある人たちのねがいに応えるという原点を忘れない「障がい者生活支援センターきつねあ
な」でありたいと思います。
本年もよろしくお願いいたします。
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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）

暑い夏が終わり、冬が来るまでの数ヶ月は子どもたちにとって
思いっきり外遊びが出来る嬉しい季節です。北館で 20 分程度の朝
の活動を終えると、みんな元気に本館まで歩いて行きます。本館
に着くとそれぞれお目当ての遊具やオモチャに一目散。バスに乗
ってバスごっこをしていたかと思えばブランコに移動して心地よ
い揺れを楽しんだり、どんぐり拾いに夢中になったり、秋空の下
で今日も子どもたちは元気いっぱい庭を走り回っています。

学校から「ただいま！」と元気よく帰ってくる子どもたちは、玄関にある体温計で体温を測ると、ス
タッフに自分の体温を知らせてくれます。体温を測り始めた頃は、毎日の検温に抵抗を感じていた子ど
もたちですが、今では慣れたそぶりで体温チェックを済ませます。手洗いうがいも上達し、マスク姿の
スタッフに嫌がる素振りを見せていた子が、すっかり自分自身もマスクを着用できるようになりました。
新しい生活様式に順応する子ども達の姿に逞しさや成長を感じる日々です。そうした感染予防をしつつ、
少しずつ小規模で行事を再開しています。作ってあそぼうでツリーやスノーマンの小物入れを作ったり、
音楽であそぼうではクリスマスソングを歌ったり、大きな行事は行えない日々の中でも小さな楽しみを
子どもたちに感じてもらえるといいなと思っています。

塗り絵や切り絵、点結びなど様々な室内遊びの中で最近の子ども達のブームは折り紙です。
折り紙の本から折りたい物を見つけるとスタッフに「折り紙ください！」
「できるかな？」と伝えてく
れます。分からないところはスタッフに聞きつつ、お友達同士で本と睨めっこをしている姿や、10 月に
はハロウィン、12 月にはクリスマスなど季節の行事にあわせた折り紙をしている子どもの姿もありまし
た。
玄関に設置したクリスマスツリーには子どもたちが作ったクリスマス
の折り紙がたくさん飾られ、素敵なツリーとなっています。
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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。

☆自由あそびの時間
日中は日差しが暖かく感じられる日もあり、お庭でブランコ
をしたり、元気に走り回ったりしている子ども達の姿が見られ
ます。お兄ちゃんの運転で、飛行機シーソーに親子で乗る姿は
とても微笑ましいです。どんぐりの木の下では「おぼうしを被
っている！」と言いながら、一生懸命に袋いっぱいどんぐりを
拾う姿も見られます。
寒くても、子ども達は元気一杯体を動かして遊んでいます。
「子育てひろばかみなりくん」は引き続き自由あそびのみを予定致しております。リトミックや作って
あそぼう、お誕生日会等の行事は行いませんので、予めご了承ください。
また感染リスクを減らすため、ご利用の際は下記事項を守って頂きますようお願い致します。安全な
事業運営のために、皆様のご理解とご協力をお願い致します。

★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。

★子育てひろばの月別利用組数

★おもちゃ図書館 かみなりくん

月

実施日時：毎月第１金曜日 10 時～12 時
現在、おもちゃ図書館はコロナウイルス感染予防
のため、活動を休止しています。
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利用組数

障がい児親子

9月

47 組

10 組

10 月

63 組

33 組

11 月

81 組

51 組

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
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、ご確認下さい。

★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」では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、サ
ポートできる内容が変更される場合があります。
変更につきましては「はしま広域ファミリー・サポート・センター」の HP や羽島市の HP に掲載され
ていますので、ご確認ください。
また、毎年開催していた『提供会員養成講座』につきまして今年度は中止することといたしました。
受講をお待ちいただいていた方や、ご興味を持っていただいていた方には大変ご迷惑をおかけしま
した。来年度については開催できるように努めてまいりたいと思います。今後ともよろしくお願い
いたします。
★病児保育室およびファミリー・サポート・センターの事業内容説明会や会員登録については
土曜日も対応いたします。お気軽にお問合せください。

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。
11 月 10 日と 17 日に昭和村へ行って来ました。毎年恒例のホーム旅行、今年は中止にしようかと考え
ていましたが、みんなが楽しみにしている事もありグループに分けて短時間のお出かけを企画しました。
園内の散策と昼食、お買い物と短い時間で出来る事は限られ
ていましたが、ちょうど見頃だった紅葉を見たり、ソフトクリ
ームを食べたり、駄菓子屋でお菓子を買ったりとそれぞれに楽
しい時間を過ごせたのかなと思います。
17 日に行ったグループはミナモちゃんにも会えました。マス
ク着用、アルコール消毒を持参し、バスの座席も一席ずつ空け、
人が多い所は避けるなど対策をとり、いつも通りとはいきませ
んでしたが仲間と一緒に出掛けられた貴重なひと時でした。
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（集合写真撮影時はマスクを外しました)

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

レクリエーションとして、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

☕ カフェ体験

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

☕

お客だけじゃなくお店の人の立場も体験しよう！とお客役、店員役
の両方を全員ができるようにしています。店員役の時は職員が用意
したメモを見ながら「いらっしゃいませ。ご注文は何にしますか」
などと注文を聞き、できあがったドリンクを運んできてくれます。
これまでにも何度か同じカフェ体験の活動をしているので、利用者
様たちも接客やお運びに少し慣れてきた様子です。こうした体験を
繰り返して、
「ありがとう」と言われる喜びや相手の気持ちが少しで
も分かるなど、日常生活にも生かせるような何かを感じてもらえる
とうれしいですね。

🎄

クリスマス

🎄
クリスマスが近づくと、北館内もクリスマスの飾りつけが始まりまし
た！西と東の作業部屋それぞれにクリスマスツリーを置きますが、み
んなで順番に飾りつけをしました。さまざまな飾りを思い思いの場所
へつけていき、ツリーがどんどん華やかになってくると気分も盛り上
がってきますね(^^)

飾りつけする手も早くなり止まらなくなって

しまい、あっという間に完成したクリスマスツリーでした。他にも手
作りした飾りが室内を彩り、にぎやかな雰囲気です。コロナ禍でもで
きる範囲で楽しいクリスマスを過ごすことができました。

♪

音楽の時間

♪

毎月 1 回、ボランティアの奥村さんに来ていただき音楽を楽しむ時間
があります。奥村さんのギターに合わせて歌ったり、楽器で音を鳴ら
したり… 昔なつかしい曲も多く、毎回ゆったりとした時間が流れて
います。もちろんマスクはしたままで、楽器を持つ手も消毒するなど
コロナ対策もバッチリですよ。
奥村さん、いつもありがとうございます！
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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

コンテナのアオキが完成して早くも10か月が経とうとしています。コンテナのアオキに来ることにも
すっかり慣れ順調なスタートをきっています( ´艸｀)少しずつ地域にもなじみ、気動車キハ605を見に来
る方も多いです！キハのすぐ横でかみなり村産の野菜直売も始めました！ぜひ覗いてみて下さい★☆

コンテナのアオキのすぐ横にある柿畑の
持ち主の方から「手前の柿の木の柿は収
穫していいですよ☆」とのお言葉を頂き

柿とりをしました！オレンジ色に熟れた
柿を一生懸命とり、とった柿は早速その

日の給食に！新鮮な柿のデザートにみな
さんご満悦。沢山の柿がとれたので、かみなり村北館、グループホーム、健康促進住宅、でいあいにもお
すそ分けしました！！

毎週月曜日にやるリサイクル（缶つぶし）では
目標数の5000個をつぶしました！目標の個数を

つぶしたらお祝いにお菓子が食べられることを
4月から約束していました。今までは、目標到
達でバリカムのワッフルやベビーカステラを食

べたり、お菓子とジュースを買ってきて食べた
りしていました。今回はクッキーを作って食べ
ました！

12月7日に、スタッフの鈴木夫妻がそば打ちをしてくれました。午前にその様子を見て、打ちたてを給食
で食べました！そば打ちは１時間半ほどかかりますが、ほぼ全員が最後まで席に座ってそば打ちをじっくり
見ていました(@_@)作っているのをずっと見ていたためか、給食の準備が始まるとニコニコになって、

真っ先にそばを食べてしまう方がたくさんいました！
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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

【
「生きる」を彩る分厚い手仕事展】
12 月 4 日から 27 日までの間、岐阜市にあるカフェギャラリー「水の音」でかみなり村本舗とワークサポー
トみやこ、夢工房 JIN の 3 つの事業所で「
「生きる」を彩る分厚い手仕事展」を開催しました。
この展覧会は昨年まで岐阜特別支援学校高等部に勤め
られ、現在は山形市立高富中美術教諭の森真紀先生の
発案で始まりました。利用者さんの圧倒的な手仕事量
に魅了された先生は本展を企画、ギャラリー水の音さ
んと 3 事業所が協力しあって今回の展覧会を開催する
運びとなりました。
ワークサポートみやこはユニークなデザインの革のバ
ッグやポーチ、利用者さんの不思議な世界を感じさせ
る裂き織りのインスタレーション作品等、
夢工房 JIN は
沢山の動物をモチーフにした陶芸の置物、かわいい猫
のプリント T シャツやカバン、イラスト等を展示して
古い町屋がカフェギャラリーです

いました。
かみなり村本舗は刺しゅう作品十数点をメインに展示。
かみなり村北館で制作しているＴさんやＩさんの刺し
ゅうを始め、ふくふくで制作した利用者さんの作品はど
れも密度があり、好評でした。
他に織りのストールや刺しゅうのカバンなど小物類を
販売。中でもＹさんの描くイラストはとてもかわいいと
大好評！手書きのポチ袋やシール商品も飛ぶように売
れていました。
来場された方々は各事業所の個性的でユニークな作品

沢山の作品が展示されていました

に魅入られ、感心されていました。
かみなり村本舗としてもこれから色々なアート作品を手がけ、より多くの方に知っていただけたらと思う
展覧会でした。
【本舗お出かけツアー】
例年本舗で行われている秋のお出かけとして今回は美濃市の「あか
りアート館」と「うだつの上がる街並み散策」をしてきました。
はじめは、美濃和紙の里会館でお昼ご飯を食べる予定でしたが、他
にもお客さまがみえて場所が取れなかった為、「パン屋」「中華料理
店」「インド・ネパールカレー屋」「カフェ食堂」の中から、利用者さんそ
れぞれが、自分の食べたい物を選び食べる事にしました。
「どこにしようかなぁ～」と楽しそうにお店を選んでいる笑顔が見られ
て、とても良かったです。
あかりアート館前で記念撮影
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当日はお天気も良く、自分たちで選んだ美味しいお昼ご飯を食べて、皆さん大満足そうでした^_^
あかりアート館では、美濃和紙で作った様々な作品が全国から応募されていて、とても壮大でした。
その後は街並みを散策して、秋の景色を楽しみました。
【園芸まめ知識

第三回】

有機肥料と無機肥料（化学肥料）
有機肥料は、植物や動物などの有機物を原料にした肥料のことです。有機肥
料は、土の中の微生物の働きで分解され、植物が吸収できる養分に変わるため、一般に即効性はあり
ませんが、効果は長く続きます。有機肥料の役割は、主に土への栄養補充と土壌改良です。有機肥料
は土の中の微生物の餌になることから、微生物の種類が増えて農作物が育ちやすい土になることが期
待されます。微生物で分解されなかった有機物の一部は土に残り、団粒形成の促進に寄与します。そ
の結果、土の物理性（通気性や保水性など）が高まります。一方の化学肥料は、鉱石や空気中の窒素
ガスなど、自然界に存在する無機物を原料に化学合成した肥料で水に溶け込むことですぐに植物に吸収
されるため、即効性が高い反面、特殊な加工（肥料を溶ける速さの異なるカプセルで包み効果を長く
保つ）を施した肥料を除き、効果が続く期間は短いのが特徴です。そこで元肥には有機肥料、追肥に
は化学肥料を使うと育てやすい。成熟していない堆肥を使用すると、ガス（CO２）が発生したり、窒
素不足をおこしたりすることがあります。
毎週土曜日（祝日の場合はお休み）
18 時から（19 時半ラストオーダー）20 時まで営業
テイクアウトのみ【ジャンボ！里芋コロッケ！！】
テイクアウト受け付け中です。なんと！ １個 100 円

是非ご賞味ください。

【懐かしの大根餅】
里芋コロッケおいしいですよ

大根餅が大好評でした！ また作りますね！
お求め・問い合わせはかみなり村北館

☏058-372-3437

Vol. 20

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？
この手相を持つあなたは、遊ぶためにこの地球へと生まれてきた人＼(^o^)／
中指に向かう線が、生命線と知能線に交わって、

『幸運の

イルカのような形が出来ている珍しい手相です。
イルカのテーマは「遊びと癒し」なので、自分の好

イルカちゃん」

きなことを楽しむことで、更に運が良くなります♪
この手相は、支援センターのＯさんの左手に発見しました。人から慕われ、
一生幸せでいられる奇跡の相で、見つけた人も運が上がるらしいです♪
ありがとうございます！
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NO.16

🎃ハロウィンパーティ🎃

今年はささやかに、ハロウィンパーティをしました。
ゴンタも着替えて…(^^♪💛
お世話になっているパイナップルおじさんの誕生日会
も同時開催しました！！
ゴンタくん
進学・就職・家庭引き取り・進級 子どもたちの変化の時です！！！
＊ゴロゴロくんに寄付をいただいた方＊（R2 年 8 月～）
＜寄付品＞（順不同）
ひるたん, パイナップルおじさん,
ご近所の方々，その他匿名多数

お知らせ

お化けに変身☆彡

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)

キハ 605 修復プロジェクト
クラウドファンディングはじめます。
目標額 350 万円

2021 年 2 月 開始予定

4 月に開設した「コンテナのアオキ」。その隣に展示してある気動車キハ 605。6 月に展示して以来、多くの人が
見学に訪れています。最初は気動車のみでしたが、踏切信号と駅名看板も設置し、今では駅さながらの光景とな
り、人々の目を楽しませています。
ボランティア協会では、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」の運営を行っています。不登
校・ひきこもりの子どもたちが安心して過ごせる空間を提供し、自分の好きなこと、やりたいことを見つけたり、人と
関わることに慣れたり、徐々に自分らしさを取り戻すことができればと思っています。現在はコンテナのアオキ内に
ある部屋を利用していますが、今後は気動車キハ 605 をその活動場所に当てたいと思っています。気動車そのも
のも随分存在感があり、好奇心を掻き立てますが、車内は静かでとても落ち着きます。他者の目を気にすることな
く、自分に集中できる時間を得るにはぴったりの空間です。しかしながら車体の傷みは激しく、車内には危険な箇
所も見受けられます。そこで、クラウドファンディングによって資金を集め、修復を施し、子どもたちが安全に過ご
せる空間にしたいと考えています。詳細はボラ協 HP 等でもご案内していますので、皆さまのご協力をお願いいた
します。
※コロナの影響により、クラウドファンディングの開始時期を見合わせることがあります。
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お

は

な

自立援助ホーム
ホーム長

№32

安田

―Ohana とはハワイ語で家族・仲間の意味です―

☆ H a p p y

N e w

Y e a r ☆

最近は目標を持つ子が増えてきました！！とってもうれしいことです！！
～今年の目標～
Ohana の生活に早く慣れる

今年から大学生。

ように、頑張ります。

福祉の道を目指して
進みます☆

自立するために〇〇万円

もう少しで 20 歳になりま

貯金するぞ～～！！

すが、昨年から通学を始め

がんばれ私！！

た高校生活、頑張ります！

車の免許を取りたい。
一人暮らしがしたい。
がんばる！！

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
Ohana に寄付をいただいた方

どが家族や近親者の援助がありません。この先誰

（R2 年 6 月～12 月）

がどのように生活や身元の保証をするかなど、多く

＜寄付金＞(順不同・敬称略)

の問題を抱えています。

味岡和子 栗木敏行 (株)一松高木 浅井信一

そこで、子どもたちの様々な緊急時対応の資金援

羽島地区更生保護女性会(羽島市支部) 丹羽泉

助として「Ohana 基金」を創設し、ご協力をお願いし

石原啓子 橋本麻記子 その他匿名

ています。

＜寄付品＞

ぜひご支援いただきますよう、心よりお願い申し上

和田誠 伊藤知子 兼松博之 辻井孝明

げます。

（株）ファーストリテーリング 太田岩雄

◎寄付金 金額に定めはありません。

小椋井香保 岩田元子 （株）一松高木

口座番号 大垣共立銀行 羽島支店（店番０１２）

杉山明美 水口順道 長谷真理子 井戸秀樹

普通預金 １１２６３９１

安田和代 山田真由美

口座名義 社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会

羽島地区更生保護女性会(羽島市支部)

理事長 川合宗次

その他匿名
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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×無料職業紹介

Lala の部屋
ＨＰ

・株式会社ライフクリエイト 様

Lala の部屋

・株式会社アクトクリエイティブトラスト
・セントラル建設株式会社

様

様

ぎふ職親プロジェクトの職親企業の登録をし
てくださいました。

居住支援法人
ＨＰ

岩田電気さまに、児童養護施設出身の若者が就
職し、有限会社栄徳さまにて、就労体験をした
若者もいました。

ぎふ職親

協力不動産会社 Rara ホームさまに若者の住宅確

プロジェクト
HP

保の協力をして頂きました。

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。
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 lala@volavola.org

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。
昨年に引き続きウィズコロナの生活を強いられていますが、今年は
東京オリンピックも開催される予定です。どうか明るい 1 年になりま
すように・・・
ホームの利用者さんは、コロナ禍でも健康管理に留意しながら毎
日仕事や、デイサービスに通って元気に過ごされています。
10 月南知多ビーチランドに久々のバス旅行をして楽しみました🐬💦
11 月バーベキュー大会
い～～～っぱい食べて、
みんな満足😊
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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

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

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

岐阜市上新町27
TEL(058)262-5965
FAX(058)262-5893

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

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

この枠の広告を 20,000 円で募集！！

詳細は、岐阜羽島ボランティア協会事務局まで

年間を通して 4 回掲載いたします。

お問合せください。
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行 事 予 定

ご寄付ありがとうございました

2021.1 月～2021.3 月

2020 年 9 月 24 日～2020 年 12 月 21 日まで
2 月 11 日（木・祝）研修会「地域とつなぐ③」

（順不同・敬称略）

※オンライン開催

社福寄付金

※行事は、延期または中止になる場合があります。

石田公一 笠松雅之

匿名 1 名

社福寄付品

ＮＰＯ寄付金

太田岩雄・小椋井香保 岐阜県自動車会議所 朝田和弘

味岡和子 ㈱一松高木 羽島地区更生保護女性会

ＮＰＯ賛助会費

浅井信一 吉川美知子 白木一 三輪壽子

柴田登奈美

鳩代博美 新間善恵 近藤君代 林和子

塚本アサ子 渡辺真子 岩田英一

岐阜電力社員会 匿名 1 名

広告協賛 岐阜羽島バス・タクシー㈱

ＮＰＯ寄付品

みなさまからの温かい浄財は行き場のない子どもの

岩田巌 野々村千惠子 今井佳代

立ち直り支援や生活困窮者支援など法律・制度では

柴田光寛 国田賢次 匿名 1 名

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】
◆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）

社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会

◆Ohana 基金

◆一 般 寄 付

口座名義

普通 1150877

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

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

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

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）

ミセルマムマム

（羽島市竹鼻町）

居酒屋 ふるさと

（羽島市小熊町）

花水仙

（羽島市正木町）

マリオン 羽島インター北店

（羽島市舟橋町）

(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
https://www.volavola.org Ｅmail info@volavola.org
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