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SDGs子ども・若者の未来のために 

連日、コロナウイルス関連のニュースが報道され、人々の関心は感染者数の推移やワクチンの効果に

ばかり集まっているようです。世界に目を向けると、迅速かつ包括的なコロナ対策によって一定の成果

を挙げ、着実に経済回復を遂げている国があります。日本のコロナ対策は、（諸外国に比べ）死者数が

圧倒的に少ないことから、世界からは高評価を得ていますが、果たしてそうでしょうか？もともと北欧

諸国に比べ、財政基盤が弱く、社会保障制度が充実していない日本は、医療に限らずあらゆる業種・分

野も事業継続リスクを抱え、大勢の人が生活困難に陥りました。このままでは日本の社会保障制度は破

綻するとも言われています。世界に評価されても国民の政治・政治家への不信感は募るばかりです。障

がい福祉も例外ではありません。報酬改定による事業費収入の減少、感染症対策のための備品購入と施

設整備費用の捻出、人手不足によるサービス低下、3密を回避した支援の限界など不安定な運営のなか

で、利用者本位のサービス提供が難しくなっています。同様に、障がいのあるなしにかかわらず生きづ

らさを抱える子ども・若者たちを取り巻く環境も激変しました。行動の制限や居場所（学習支援、たま

り場、こども食堂など）の閉鎖、虐待の増加、突然の失業、福祉サービスの受給制限などによりますま

す孤独感を強め、新たな社会的孤立を生み出しています。 

今、世界では、2030 年のゴールを目指して SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みが進められて

います。17項目ある目標のひとつ「全ての人に健康と福祉を」では、「あらゆる年齢のすべての人々の

健康的な生活を確保し、福祉を促進する」とあります。コロナ禍による医療体制の逼迫、経済活動の停

滞、教育格差、貧困増加といったマイナス成長から今後どのように転じていくのか、日本が本当に先進

国であるならば、国内外を問わず評価される対策を講じてほしいと思います。支援を必要としている

人々がいる限り、福祉に携わる私たちも微力ながら、地域福祉の向上に努めていきます。次世代を担う

子ども・若者が安心して暮らせる世の中になることを切に願っています。 

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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１．法人のＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

誰にでも居場所と出番がある「共生社会」実現のため、障がいがあってもなくても、ひとり

ひとりの人格と個性を尊重し、自分らしさを大切にした生き方を提案し、障がい福祉サービス

の提供、子ども・子育て支援、若者の自立・更生支援等様々な事業活動を通して、社会参加と

自立支援に取り組みます。また、福祉イベントや研修会の定期開催等、情報発信・地域交流の

場を積極的に設け、障がいに限らず様々な「生きづらさ」への気づきや理解を深め、社会的孤

立を防ぎ、持続可能でよりよい社会の実現を目指します。 

２．法人の事業種別 

（１）第 2 種社会福祉事業 

   (ｲ)障害福祉サービス事業(ﾛ)相談支援事業(ﾊ)一般・特定・障害児相談支援事業 

(ﾆ)移動支援事業(ﾎ)地域活動支援センター(ﾍ)障害児通所支援事業(ﾄ)児童自立生活援助

事業(ﾁ)子育て短期支援事業(ﾘ)地域子育て支援拠点事業(ﾇ)病児・病後児保育事業(ﾙ)フ

ァミリー・サポート・センター事業(ｦ)小規模住居型児童養育事業 

（２）公益を目的とする事業 

(ｲ)点字・声の広報等発行事業(ﾛ)意思疎通支援事業(ﾊ)日中一時支援事業(ﾆ)生活サポー

ト事業（福祉有償運送事業）(ﾎ)児童福祉施設退所者等アフターケア事業 

(ﾍ)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(ﾄ)入所施設等から退院・退所を支援する事業(ﾁ)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(ﾘ)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助(ﾇ)社

会福祉に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

３．運営方針 

障がいの有無や年齢にかかわらず、引きこもり、生活困窮、触法など生きづらさを抱えた人々

とその家族が孤立することなく、地域住民のなかまとして支えあう「地域共生社会」を目指し、

その基本は、利用者本位とし、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。

子ども・若者支援事業の一環として開設したフリースペース（子ども食堂併設）では、不登校、

ひきこもりなど社会生活への自立が困難な子ども・若者たちが自分らしく過ごせる居場所と就

労に向けた体制づくりに取り組みます。 

（１）本人主体の支援 

 ・適切なサービスを提供する体制と環境を整えます。 

 ・個人を尊重し、人権を守ります。 

 ・個別の自立支援、自己決定支援を心掛け、先回り支援はしません。 

 ・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）地域福祉力の醸成 

毎年 5 月に開催しております定期総会について、昨年度同様、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、中止とさせて頂きます。 

ただし、会員の皆さまの同意書の提出をもって 2020 年度事業決算・事業報告および 2021

年度予算・事業計画について承認を得たものといたします。  

後日、提案書および同意書を郵送いたしますので、内容をご確認の上、同意書に署名して 

ボランティア協会事務局までご提出ください。（FAX、メールも可） 

 尚、昨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、年次報告およびボラン

ティア協会 HP でもお知らせいたしますので、各自ご確認ください。 

同意書提出締切：5 月 25 日（木） ボランティア協会事務局まで 

～２０２１年度（令和３年度）の事業計画～ 
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 ・地域課題の把握に努め、その解決に向けて取り組みます。 

 ・法人の社会資源を最大限活用し、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。 

 ・福祉力向上に向けた事業提案と普及に努めます。 

（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。 

 ・指定福祉避難所を含む事業継続計画における体制を整えます。 

（４）経営基盤の強化 

 ・自律的経営基盤を構築し、組織体制を強化します。 

 ・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。 

 ・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。 

４．2021 年度の主な「地域における公益的な取り組み」の具体的な活動 

（１）生きづらさを抱えた人への地域生活支援 

   ・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、居住支援協議会関係機関との連携 

   ・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 

   ・自治会、民生委員児童委員協議会、教育委員会との連携 

   ・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（支援ガイドブックの作成など） 

   ・環境と福祉の連携事業（県産材活用玩具・コンポスト制作など） 

   ・福祉と観光の連携事業（キハ６０５・ロンドンバス活用、福祉ツアーなど） 

   ・ぎふハチドリ基金の広報啓発 

５．施設等の整備計画（中長期・順不同） 

（１）かみなり村北駐車場新設（2021 年 10 月頃） 

（２）かみなり村本舗工場移転（2021 年 12 月頃） 

（３）自立援助ホーム（男子）増設 

（４）グループホーム増設 

（５）のりものステーション（村の駅コンテナ）新設 

（６）はしま福祉サポートセンター改築 

（７）シェアハウス新設 
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チュ―リップ 

木曽三川公園に行ってきました。色とりどりの 

チューリップがいっぱい咲き誇っていました。 

タワーの北側はまだつぼみの状態でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

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・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 相﨑） 

E-mail deiai-kituneana@volavola.org 

多機能事業所 

で い あ い 
生活介護・就労継続支援 B型 

 

お雛様づくり 

2 月終わりに粘土細工と絵画でお雛様を作りました。 

トイレットペーパーの芯を半分にして布を貼りました。 

出来た人形を皿の上にのせてラメをふり、顔を書いて 

出来上がりです。かわいらしいひな飾りが出来ました。 

表情が一人ひとり違って、個性のあるひな人形になり 

ました。 

百梅園 

毎年恒例となっている百梅園に行ってきました。 

ピンク・白・赤など色とりどりの梅の花が咲いており、

しだれ梅など多種類の花を楽しむことができました。 

まだつぼみのものもありましたが、季節を感じること 

ができ、とてもきれいでした。 

今回は感染症予防のため、車内からの観賞となった 

のが残念でした。 

もう一つは折り紙と画用紙で作るひな人形。まん丸

のお内裏様とお雛様を想定していましたが、なかな

かまんまるにはならなかったようです。そこがまた

個性が出て可愛かったね(*^。^*)。 

使う材料によって色々なお雛様ができ、楽しかった

です。利用者の皆さんもわくわくしながらのお雛様

づくりでした。 

でいあいの壁画 

3 月に入り壁画の桜の花がちらほらと咲き始めました。 

しばらくして満開になりました。なかなかお花見にも 

いけないので、壁画で楽しんでいただいています。 

 

mailto:deiai-kituneana@volavola.org
https://www.illust-box.jp/sozai/135815/
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   ☺ 毎週土曜日、みんなで元気に活動中！☺ 

 

 

 

 

 

 

 

    

   ＜かみなり座＞  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各種ダンス（ごぼう先生のビデオ体操・鈴木

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。 

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） 

 

コロナ対策のため、1 階と 2 階に分かれて活動しています。 

利用者さんのストレスがたまらないよう、利用者さんのニーズに合ったメニューを 

考えています。 

1 階はキーボードのミニコンサート・ゲーム、2 階はボランティアの先生の体操・ 

物づくり等、楽しく活動しています。 

4月～6 月の活動予定 

 

 

 

コロナ禍の 1 年でしたが、少しずつ通常の活動（カラオケやレクリエーション・健康体操など）に戻り 

つつあります。マスク・手洗い・消毒はもちろん、こまめな部屋の換気も日々の習慣になってきました。

引き続き感染対策をしっかり行いながら、でいあいで過ごす時間を守っていきたいと思います。  

毎週水曜日の午後、活動しています。最近はダンス

や手話歌を中心に楽しく活動を行っています。 

昨年度はコロナ禍の影響で出張公演に出かけること

ができませんでした。コロナ終息後には地域のみな

さまに「元気」と「笑顔」をお届けできるよう、毎回

練習に励んでいます。 

皆さまにお会いできることを楽しみにしています。 

☎ 0５8-391-1613  FAX 058-393-1218   

E-mail: baribari-genki@volavola.org 担当 鈴木(み) 

  

 以前にもくろーばあで紹介しました “バリカム元気社”と“コンテナ 

のアオキ”のコラボ商品『ちゅうちゅう吸い取りマウス』が今よく売れて 

います。使用済みの油を吸い取る商品です。コンテナのアオキの利用者さ 

んが牛乳パックを細かくちぎり、バリカムの社員さんがふわふわの綿状に 

仕上げます。その綿をかわいいハート型の不織布の袋に詰めて出来上がり 

です。5個入り 100円です。ボラ協内の他事業所にも購入して頂いていま 

す。作っても作っても在庫が無く、嬉しい悲鳴をあげています。ありんこ 

店のお客様の中には「すごくいいから友達にも頼まれて！」とまとめて買 

っていかれる方もいらっしゃいます。 

 ご予約も受け付けていますので、ご入用の方はバリカム元気社までご連 

絡ください！ 

 

吸い取りマウス、売れてます！ 

就労継続支援 B型 
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☆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 12 月～2021 年 2 月に（有）海津化学ゴム様におさめたキャップは

235kg （ 約 101,050 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。 

 ２月３日の節分に、バリカムに鬼が来ました。ヒョウ柄のパンツをはいて、太い眉毛、マスクには牙

が生え、怖そうに見えてちょっとひょうきんな鬼たちでした。 

 社員さんは怖がるどころか大笑い！そして、ほっぺの赤い、かわいい（?）福の神も登場し、またま

た大笑い！みんなで楽しく豆まきをしました。その後、落花生を食べました。これで今年 1年バリカム

のみんなが元気に過ごせること間違いなし！ 

 バリカムの昼休みは熱いです。室内で、屋外でそれぞれ熱戦が繰り広げられています。 

 室内では、トランプ、坊主めくり、卓球をしていますが、なんとトランプや坊主めくりをしている 

頭上をピン球が行き交い、見ているこちらもスリル満点です。卓球のラケットは「ないなら作ってし 

まえ」と木工班が即席で手作りしました。 

 屋外では、子どもの頃が懐かしいドッジボールを楽しんでいます。 

サポセンの駐車場に、これまた即席のガムテープコートが登場しま 

した。社員さんも職員も目が本気過ぎて…こ、恐い!! 

 

 

★豆まき、昼休みの熱戦の様子はブログ 

『バリカム元気社の日記』をご覧ください（^^）/ 

 

★バリカムでは今年も花壇にいろいろな花を育てて、 

ドライフラワーを作る予定です。販売もします！ 

お楽しみに！ 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

鬼が来た！ 

 

 

 

 

 ♪バリカムからのお知らせ♪ 

 

Active 昼休み！ 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇2020年度の活動について 

昨年の 2 月に「新型コロナウィルス」が発生し、豪華クルーズ船内だけでのできごと・・と思いなが

らニュースを見ていました。日に日に詳細が明らかになりあれから 1年。「新型コロナウィルス」が世界

中で感染者数を増やし、岐阜県でもクラスターが発生、次々と感染者数を増加させていきました。感染

防止策が生活の一部になり、「新しい生活様式」の中で喜楽舎のサービスをどのように提供すればよいの

か日々考えながら、岐阜県からの通達に沿って実施してきました。これまでは、ニーズに応じた内容で

移動支援をはじめとする日常の計画が、コロナウィルスの影響で計画が変更・縮小・中止になってしま

ったケースもあります。その影響を一番受けたのは利用者さんです。日課としている外出・週末の楽し

みなどが制限され、我慢やストレスを発散することができない状況になった一年でした。これまでの経

験を生かし、来年度も引き続き感染防止策を講じた上で、利用者ニーズに応えながら、少しでもいつも

の日常に戻せるよう支援をしていきたいと思います。 

 

◇介護関係の研修・講習会について 

昨年度の事業を振り返ってみると、どの事業にも「新型コロナウィルス」の影響がありました。 

主催者として、「新型コロナウィルス」の終息の目途がつかない中、受講者・講師の皆様が安全・安心

して研修会に取り組むことが困難であると判断し、下記の研修会等を延期や中止とさせて頂きました。  

福祉有償運送運転者及びセダン等運転者講習会 

2020年度の講習会は中止になりました。今年度は、1回の開催を予定しております(日程等は検討中) 

なお、急ぎで受講希望の場合は、「ＮＰＯ法人ぎふ市民協」が定期的に講習会を開催しておりますのでそち

らをご確認ください。また、各務原市の「那加自動車学校」も実施している場合がありますのでホームページ

などでご確認ください。 

介護職員初任者研修 

2020 年度は中止になりました。中止になったことで、今年度の開催予定についてお問い合わせをいただき

ました。2021 年度は、秋ごろからの開催を予定しております。また、詳細等が決まり次第、ホームページ等

でお知らせします。 

移動支援従事者養成研修 

 2020年度は、感染状況をみながら開催する時期を検討し、12月に開催しました。感染拡大予防のため、

一般募集を行わず、法人内の内部研修と兼ねて研修会を開催しました。今年度は、1回の開催を予定して

おります。2021 年度は、受講者を一般募集し、修了後に一人でも多くの方に法人内の事業に携わって頂

けるよう、人材養成も図りたいと思います。 

 喜楽舎 ＮＯ．７０ 

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

          （担当：林）  

  E-mail ： kirakusha@volavola.org  
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現在、羽島市が建設中の新庁舎は 7 月頃完成し、旧庁舎からの引っ越しなどを経て、11 月頃運用

開始とのことです。新庁舎では、1階の正面に総合窓口を設置し、ワンストップで市民相談に対応す

る予定だそうです。また、併せて基幹型相談支援センター等の窓口も設置し、障がいだけでなく虐待

や生活困窮など困難なケースにも対応していくそうです。 

羽島市は令和 3 年 3 月 1 日付で「地域生活支援拠点等」の面的整備を設置し、整備に協力する事

業者を募集しています。ボラ協はすでに全事業所を登録済みです。このように基幹型相談支援センタ

ーを中心に相談支援事業者、福祉事業者や関係機関などが連携し、「地域生活支援拠点等」の機能を

満たすことで、障がいのある人やその家族だけでなく様々な事情から生きづらさを抱えた人々を地

域で支えるしくみが実現します。「きつねあな」では、その担い手のひとつとして、人々の生きづら

さや困り感に寄り添う相談支援に努めていきます。 

 

 

【ボラ協の地域生活支援拠点 6つの機能】 

障がいがあるなしにかかわらず生きづらさを抱えた子ども若者、子育て家庭、親亡き後等の居住・ 

就労・生活の安定を図るため、以下の機能を備えた地域生活支援拠点等とします 

①相談 

地域での孤立を予防するため、当該世帯の事前把握と常時の連絡体制の確保に努め、障がい特性や

生活環境等に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの調整や相談等を行う機能。 

②緊急時の受入・対応 

短期入所や共同生活援助の空室等を活用した緊急時の受入体制や医療機関、その他関係機関への

連絡調整等必要な対応を行う機能。 

③体験・機会の場 

地域移行・定着支援や地域社会での自立に向けて、障害福祉サービスの利用や一人暮らし体験の機

会・場を提供する機能。 

④専門人材の確保・養成 

行動に障がいを有する者、地域で孤立する障がい者等に対して、ニーズに応じた支援体制の確保、

生活の質を高めるための専門的な対応ができる人材養成や研修を行う機能。 

⑤地域の体制づくり 

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等

を行う機能。 

⑥生活基盤の確立と安定化 

地域生活を営むための就労や居住支援、学びの機会・ 

居場所支援、非常時の食料援助等を行う機能。 

 

 

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） 

 

暖かい日差しのもとで春の植物が芽吹いてきました。いつ

もの散歩コースを行くと、道端につくしを発見！立ち止まっ

てつくしに見入り、ちょっと寄り道です。いつの間にか草花

遊びが始まって、子どもたちの表情にも穏やかさが感じられ

ます。 

 一日の生活リズムは、朝の会の「おはよう♪」の歌から始

まります。「〇〇ちゃん、おはよう！」の問いかけに「おは

よう！」と返したり、挙手やタッチで応えたり、何らかの形

で意思表示をしてくれますが、時に自分の世界に入り込んで 

毎日子どもたちと寄り添いながら一緒に行動し、一日を楽しく過ごすこと

ができるよう配慮しています。これからも、ひとり一人の成長を見守りつつ、

より良い支援に努めていきたいです。 

 

いる子もいます。繰り返し声をかけるなどスタッフのはたらきかけで、ふと 

我に返り、「ハイ！」と返事があると、思わずみんなから拍手が起こります。 

 

少しずつではありますが、日替わりで行っている「音楽遊び」、 

「ふくふくくらぶ」、「英語遊び」、「作ってあそぼう」などの行事 

を再開しました。 

 ある日の「作ってあそぼう」では、プラ板のキーホルダー作り 

をしました。Ａ４サイズを４等分したプラバンに、自分の好きな 

絵を描き、色鉛筆で色を塗ります。かみなりくんの子どもたちの 

間でも大人気「鬼滅の刃」のイラストを下絵に写し絵を描く子や 

好きな色で線を書く子もいます。描き終えたらトースターで焼き 

あげて完成です。とても素敵な作品に仕上がりました。出来上が 

ったキーホルダーをかばんに取り付けて持ち歩く姿も見られ、そ 

の出来栄えにご満悦の様子です。 

 牛乳パックでけん玉づくりにも挑戦しました。牛乳パックに書かれた線のとおりにはさみで切って

いきます。牛乳パックは画用紙に比べて硬いので、スタッフに手伝ってもらいながらカットする子も

います。カットした牛乳パックの白い部分には、マジックで絵や線、模様、名前などを描きました。

ひとりでできるところは自分で、難しい工程はスタッフと一緒にやりながら、完成させました。 
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子育てひろばかみなりくん 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

日ごとに暖かくなり、空気や日差しにも春を感じられるようになりました。吹く風も爽やかで、天気

の良い日には外で遊ぶ親子がほとんどです。昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、子ども

たちが元気に遊ぶ姿を見る機会も少なくなりました。子育てひろばの利用者数を見ても、一昨年と比べ

ると大幅に減っています。一日も早い終息を願うとともに、かみなり村を訪れたみなさんが安心して楽

しく過ごせるよう、「子育てひろばかみなりくん」では感染拡大防止に努めてまいります。 

 

「子育てひろばかみなりくん」は引き続き自由あそびのみの予定です。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、皆さまのご理解とご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

月 利用組数 障がい児親子 

12月 63組 40組 

1月 39組 25組 

2月 58組 33組 

 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。 

羽島市地域子育て支援拠点支援事

業 

★おもちゃ図書館 かみなりくん 

現在、おもちゃ図書館（毎月第 1金曜日 10：00～12：00に開催）はコロナウイルス感染拡大防止の 

ため、活動を休止しています。 

★利用時のお願い 

★子育てひろばの月別利用組数 
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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。 

コロナ禍が続きグループホームでの生活も大きく変化しました。移動支援を使っての外出は、銭湯

や外食を控えて頂き、日用品の買い物やお弁当の購入のみとなっています。年末年始、帰省される

方もみえましたが、期間の短縮や帰省中の外出を減らしてもらうなど、ご家族の協力をお願いしま

した。我慢が続く日々ですが、仲間とトランプをしたり、居室で趣味の工作やＴＶ観賞をしたりと、      

ホームの中でそれぞれの楽しみを見つけ、生活しているようです。 

グループホーム「ゆうやけこやけ」は、たくさんの方の支えで成り立っています。 

宿直者、ご家族の方、入居者様。この一年、コロナの感染もなく、インフルエンザ 

の流行もなく過ごせたことに心から感謝しています。 

また新しい春が来ます。新しい年度が楽しい一年になりますように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽島市正木町坂丸二丁目 95番地 Tel（058）394-0112 

 E-mail：kosapo.kaminari＠volavola.org 

https://volavola.org/kosapo.html 

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 

 

 

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。ご不明な点は「病児保育室かみなりくん」までお問合せください。 

 

 

★病児保育室かみなりくん 

Tel（058）391-1228 ★はしま広域ファミリー・サポート・センター 

新生活のはじまりで会員登録される方やサポートの依頼が増えています。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ことがあります。現在、お受けできないサ

ポートもありますが、今年度も「地域で支える育児」のお手伝いを、会員さんと力を合わせて、積

極的に行っていきたいと思います。お気軽にご相談ください。 

また、昨年度開催できなかった『提供会員養成講座』につきましては、開催する予定です。開催

日時や会場等詳細は、広報はしまやパンフレット、ＨＰ等でご案内いたしますので、皆さまの受講

を心よりお待ちしています。 

 
★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。 

 

 

 

新入、進級、進学のシーズンです。新しい環境での疲れや緊張、また小さなお子さんですと、初めて

の集団生活などで、体調を崩すことがあります。規則正しい生活を心がけ、栄養と休養にも気をつけ

たいものです。 
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午前  … お仕事   

午後  … レクリエーション 

第２金曜 … 音楽療法      

 

 

 

利用者さんたちはししゅうやビーズとおし、木製品のみがきなどのお仕事を毎日コツコツとしてい

ます。そうした様子や、作業でできたものを生かして作った作品などをご家族にも見ていただこう

と、北館の作品展示・販売会を開催しました。こんなご時世ですので密になることを避けるために、

事前に都合を聞いて日程調整をし、１回に２家族くらいずつ招待しました。来てくださったご家族

には、利用者さんがコーヒーなどを淹れてもてなし、作品とともに日ごろの様子を写した写真や映

像を見ながらくつろいでいただきました。これまで何度か練習してきたカフェ体験の本番、うまく

できたでしょうか。 

私たち職員も日々、利用者さんたちの感性で作られるものに感心したり感動したりしています。今

回は皆さんに見ていただく機会を設けることができてうれしく思いました。お忙しいところ足を運

んでいただき、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作品展示会 ＆ カフェ  

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 

かみなり村北館 

生活介護 

 お菓子づくり  

この日のレクリエーションはお菓子づくりです。 

生地の中にマシュマロを入れてオーブンで焼くので、みんな

でマシュマロを包む作業をしました。調理が得意なＭさんだ

けではなく、実はＹさんもこうした作業が好きな様子で、い

つもたくさんお手伝いしてくれますよ(^^) 

茶色い生地なので、泥団子を作ってるみたいで、懐かしい感

じがしませんか？みなさんにも夢中で作った時期がありまし

たよね。上手に手のひらで転がして成型してくれたおかげで、

おいしくできあがりました。 

 

 

レクリエーションとして、工作・カラオケ・お菓子づくり

やウォーキング・公園などへのお出かけを行っています。 



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スタートして一年が経ちました！！ほろほろ（かみなり村西館）から移動すること

になりましたが、全員がコンテナのアオキでの生活に慣れることができたことをとてもうれしく思ってい

ます！

新型コロナウィルスへの不安が拭えませんが、これからも感染予防に努め、このままコロナに罹ること

なく乗り切りたいです！！！！

コンテナのアオキには余計なものは置いていません。

また、全体が見渡せる構造なので、出口もすぐに見え、

避難しやすいです！今回の避難訓練では、1分19秒とス

ムーズに外へ避難することが出来てました（前回、秋

に行った避難訓練よりは3秒遅くなりましたが。）皆さ

ん速やかに避難が出来て良かったです！職員にとって

も消火器の使い方を再確認する良い機会となりました。

バレンタインの翌日（２月１５日月曜日）にバレンタインお楽しみ会を行いました！チョコバナナマフィン

をつくり、マフィンを焼いている間に、マシュマロにチョコレートを付けて食べるチョコレートフォンデュ

をしました。チョコレートの甘いにおいに誘われて、あっという間にチョコフォンデュをペロリ！チョコ

レートの魅力ってすごいですね☆お土産用に持ち帰ったチョコバナナマフィンはおいしく食べましたか？そ

れとも家族にプレゼントしてみんなで食べましたか？すてきなバレンタインの思い出ができました☆彡

コンテナのアオキの販売所（コンテナのアオキの事務所内にあり

ます）では、もっくるやふくふくの製品に加え、バリカムの製品

も扱っています！特に「廃油吸い取りパッド」は、紙工作業を基

本とし、コンテナのアオキとバリカムとの協同作業による製品で

す。他にもふくふくとコンテナのアオキ合作のクッションを販売

中です。今後もかみなり村の商品を充実させていきます！お近く

に寄った際はぜひのぞいてみて下さい！
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 【春の畑】 

本舗の畑にも春がやってきました。

作物が良く育つ季節ですが、雑草も良く育つので草取りがま

た忙しくなります。 

去年から本舗の畑の作地面積がさらに増え、今年は昨年の倍

以上の収穫を見込んでいます。新しく始めた畑にはジャガイ

モを植え、ニンニクや玉ねぎも順調に育っています。 

利用者さんも畑の床作りから種蒔きや苗植えも頑張っていま

す。 

4 月の野菜はスナップエンドウ、サニーレタス、新玉ねぎ、ホ

ウレンソウなどが採れる予定です。 

 

【SDGsへの取り組み】 

今年からボランティア協会では SDGs（エスディージーズ）に

取り組むということで本舗の畑で生ごみコンポストを始める

ことになりました。コンポストとは、生ごみや畑などで出たゴ

ミなどの有機物を微生物の働きで分解して堆肥にする処理方

法、または堆肥のことをいいます。 

グループホームや食堂で毎日出る生ごみを利用者さんと一緒

に運び、畑に置いてあるコンポストに入れて数週間発酵させ

て堆肥として畑の肥料に使います。 

何でも家庭ごみの約半分は生ごみだそうで、コンポストを利

用してゴミを減らし、さらには出来た肥料で野菜が美味しくな

るなんて、まさに一石二鳥です。 

小さなことですが少しずつ利用者さんと一緒に取り組み、地球環境問題を考えていきたいと思います。 

 

 

 

【ししゅう製作】 

今ふくふくでは、ししゅうの商品製作に力を入れています。 

一人一人の個性が☆キラリ☆光って、他にはない素敵な作品になっていま

す。 

このししゅうたちが、どんな商品になるのだろう・・・と想像するだけ

で、わくわくしてきます(o^^o) 

どんな作品になるか楽しみにしていてください！！ 

発酵させて堆肥として使います 

 

ししゅうは楽しいです 

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 就労継続支援 B型／生活介

護 

床作りをしています 
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【園芸まめ知識 第四回】「連作障害」   

「連作障害」とは、同一作物（同じ科の野菜）を同じ畑（場所）で繰り返しつく

り続けることによって生育不良となり、収量が落ちてしまう障害のことです。 同じ作物をつくり続けると、

土壌の成分バランスが崩れるだけではなく、その作物を好む菌や病害虫の密度が高くなるため、微生物に偏

りが出てその野菜特有の病気になりやすいのです。 

野菜の種類によって、必要とする栄養分はそれぞれ異なるので、同じ場所で同じ野菜をつくり続けると、そ

の野菜が必要とする栄養分だけが吸収され、土壌中にはその特定成分だけが不足した状態になり、必要とし

ない栄養分が土壌中に残り、土壌の栄養バランスの崩れが生じます。また土壌中に棲む微生物のバランスも

崩してしまい生育障害を引き起こすことがあります。 

特定の野菜に特定の病害虫がつくことは多々あります。連作してしまうと、その野菜を中心に発生する病害

虫が集まり、繁殖し、密度を増していきます。そうなるとその野菜の病害被害が発生しやすくなり、拡大す

る一方です。（トマトでは、実が大きくなったころ、突然水切れがおきたように枯れる青枯れ病があります） 

植物の中には、他の植物の生育を抑制する物質を出すものがあります。微生物にも他の微生物や病原菌を寄

せ付けないような抗菌物質を出すものがいますが、それに似た成分を植物も出します。が、その成分濃度が

高まると、他の植物に向けて発していた”毒”が自分にも向いてしまい、生育障害を引き起こすことがあり

ます。（秋に河原や野原に背の高い黄色い花を咲かせる、セイタカアワダチソウがたくさん群生していまし

たが、最近少なくなりました。これも自分の出した毒で生育障害を起こした例です） 

このような、連作障害を防ぐためには、病害虫も適した環境を選んで生育しますから、毎年異なる野菜を植

えれば、病害虫の勢力が拡大するのを抑えることができます。また連作障害防止土壌や接ぎ木苗も多少抑え

ることができます。 

野菜の連作年限を知っておくと良いですね。 

・2〜3年のもの 

ナス科 ジャガイモ  ウリ科 ニガウリ  マメ科 インゲン・落花生  セリ科 ニンジン             

アブラナ科 カブ・キャベツ・白菜・ブロッコリー・カリフラワー 

・3〜4年のもの 

ナス科 ピーマン・トウガラシ  ウリ科 キュウリ マメ科 エダマメ サトイモ科 サトイモ 

バラ科 イチゴ 

・4〜5年のもの 

ナス科 トマト・ナス  ウリ科 スイカ  ショウガ科 ショウガ  マメ科 エンドウ・ソラマメ 

 連作障害を起こさない野菜でも、土壌バランスは悪くなりますので、出来れば異なる野菜を作るのをお勧

めします。 

 

 

4月から 18：00～20：30 営業しています。 

感染症の状況に応じてお休みになる時もありますのでご了承下さい。 

人気メニュー サケ（肉厚）の塩焼きです 300円 

       脂がのっていて本当においしいです。 

ミニサイズの茶わんむしも食べやすくて好評です！ 200円 

お求め・問い合わせはかみなり村北館 ☏058-372-3437  月曜日～金曜日 9:00～17:30 
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☆射的大会☆ 

ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙおじさん主催で射的大会を実施！ 

各々好きなおやつを狙って真剣です(^^♪ 

                                    

 

 

                 

 

    

少しずつ暖かくなってきて外遊びも元気いっぱい！ 

                         新しい仲間の Kくんとｻｯｶｰなんかしちゃったり！ 

＊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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

NO.17 

 

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) 

この手相を持つあなたは、慈愛にあふれる素晴らしい人❤ 

 
 Vol. 21 

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？ 

 

この手相は、支援センターのＯさんの右手に発見しました！くろーばぁ 80 号

でご紹介した「神秘十字」もあるので、自らの経験を活かして人に援助できる

素敵な相談員さんとして、ますます活躍できることでしょう～＼(^o^)／ 

知能線上に、目のような形ができていている手相です。 
『ターラ菩薩

の相』 ターラ菩薩は、観世音菩薩が民の苦しみを想い流した慈悲

の涙から生まれた…と言われているので、これがある人は 

 困った人を見逃さず助けようとする、優しい人が多いのです。 

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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―Ohanaとはハワイ語で家族・仲間の意味です― 

 

お世話になっている啓晴高校の校歌『FINE』がとても素敵です。 

掲載させていただきます。（高校には許可を頂いています。） 

 

啓晴高等学校 校歌 FINE 

Fine！Yes Fine！必ず晴れるよ 

1 この星(地球)に生まれた たった一つの命 

それは“あなた”それは“私” 

この星に生きている 70億の命 みんな違う 同じじゃない 

あなたは、あなただけ 私は私だけ 

この星で一人だけの自分に 誇りを持とう 

素晴らしい この人生は楽しむ為に在る 

与えられたチャンスを最高に生かそうよ 

 

※ Fine！Yes Fine！爽やかな青空 

  Fine！Yes Fine！必ず晴れるよ 

 

2 苦しい時もある 悲しい事もある 雨の日も 

  風の日も 土砂降りの日も 失敗する事もある 辛い事もあるけど 

  それは自分を強くしてくれる 

   何度でも立ち止まって見つめ直せばいい 

  だって道は一つじゃない 自分に合う道を探そう 

  ピンチは大きなチャンス！ 顔を上げて前を向こう 

クヨクヨしないで 明日を晴れた日に変えようよ 

 

※繰り返し 

 

3 この星(地球)に生まれた たった一つの命 

  “あなた”と“私” ここに生きる 

  どんな事があっても 道は必ず見つかる 道はたった一つじゃない 

  強くなろう 負けないで！ 自分の道を探そう 

  君なら出来る 必ず出来る 自分に誇りを持とう 

  素晴らしい この人生を楽しむ為に在る 

  二度とない この人生を最高に生きようよ 

 

※繰り返し 

自立援助ホーム

ホーム長 山田 

お  は  な 

Ohanaに寄付をいただいた方 

（R2年 12月～R3年 3月） 

＜寄付金＞(順不同・敬称略) 

味岡和子 奥口みや子 戸本勝憲 

その他匿名 

＜寄付品＞ 

鍬田逸雄 一柳智子 平松哲夫 

カネスエ昼飯店 カーブス羽島竹鼻店 

ドラッグユタカ安井店 辻井孝明 

フードバンクかすがい 井村真由美 

公益財団法人日本フィランソロピー協

会 日本ロレアル（株） 和田誠 

太田岩雄・小椋井香保 その他匿名 

 

№33 

新しいホーム長のお知らせ 

R3年 4月よりホーム長を務めます 

山田真唯子です。未熟ではありますが 

フレッシュさを武器にして、頑張ってい

きます。そして(統括管理者)味岡和子、

(副ホーム長)安田和代、他 Ohanaの家 

全スタッフが一丸となり盛り上げてま

いりますので、今後とも Ohanaの家をよ

ろしくお願いいたします。 
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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×無料職業紹介 

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

しています。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 

ＨＰ 

Lalaの部屋 058-322-5066 lala@volavola.org   

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） 

居住支援法人 

ＨＰ 

・社会福祉法人 くわの実福祉会 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。 

積村ビル管理株式会社様が協力不動産会社 

として協力して頂けることとなりました。 

(有)ハヤカワさま、（株）アクトクリエイティブ

トラスト様に若者の就労体験を実施していた

だきました。４月には（有）栄徳さまへ児童養

護施設出身の若者が就職します。 

 

Lalaの部屋 

（21-ム-300018） 

 

GH 健康促進住宅 

 

ぽかぽかと春の日差しが暖かくなり、桜の待ち遠しい季節になりましたね。GH健康促進住宅です。 

緊急事態宣言も解除になり、徐々に今まで通りの活動に戻せるように取り組んでいます。これまでは

利用者さんも外食を自粛していましたが、移動支援での買い物や外食等を楽しめるようになるとい

いです。休日に余暇活動の一環として、希望者でシフォンケーキを作って、おいしく食べました😋 

 

羽島市下中町城屋敷 226-1 2号棟 

Tel：058-322-2918 

 

みんなで協力して、シフォンケーキを焼きました。ふわふわに仕上がりました。🍰🥄 

mailto:lala@volavola.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 

この枠の広告を 20,000円で募集！！ 

年間を通して 4回掲載いたします。 

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 

 

 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 

〒500-8268 岐阜市茜部菱野 1 丁目 19 

TEL 058-216-3180  FAX 058-216-3185 

詳細は、岐阜羽島ボランティア協会事務局まで 

お問合せください。 
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2020年 12月 22日～2021年 3月 26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 

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） 

（羽島市正木町） 

 

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 

ご寄付をいただいたお店紹介 

皆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。 

社福寄付金  

青木繁子 小島キヌ 神山稚加 野々村千惠子  

匿名 3名 

 

 

ＮＰＯ賛助会費  

青木繁子 村瀬千代子 中島みのり 神山稚加 

伊藤文代 田中忠光 

ご寄付ありがとうございました 

ＮＰＯ寄付金 

吉川美知子 白木一 三輪壽子 上田裕之 鳩代博美 

林和子 新間善恵 近藤君代 竹中智子 ㈲本荘塗装 

広告協賛 ついき歯科 ㈱セイコー ㈲前澤葬儀社 

㈲ペンテック ㈱サンウエスパ 

行 事 予 定 2021.4 月～6 月 

※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 株式会社中島商店 匿名 1名  

 

社福寄付品 

太田岩雄・小椋井香保 （一社）中部商工振興会 

（順不同・敬称略） 4 月   ほのぼの旅行  ※延期 

5 月    ボランティア協会総会 ※書面開催 

    →提案書の確認および同意書の提出を 

お願いします。 

  

【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/1口 

             団体および企業年額 10,000円/1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 
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