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あるべき「地域共生社会」に向けて 

                 

医療、福祉、子育て、司法など様々な分野で「地域つくり」がキーワードになっている現在ですが、そ

もそも戦後の日本を再設計していく過程で、「まちづくり」「地域つくり」は行政に任されていました。今

改めて「地域つくり」という時、それは二つの意味と意義があると考えます。 

まず、第一に地域が疲弊して、山積する課題を解決していく時、昔のように行政に任せていては解決が

不可能ということが見えてきて、より身近に住んでいる人＝住民が解決に向けて動き出すべき！という考

え方があります。 

もう一つは「市民が主体の地域つくり」という考え方です。市民が行政に「地域つくり」「まちづくり

を委ねてしまっては、それはもう主体ではなく客体になってしまうからです。むしろ「市民」＝「主体的

に暮らす人」を言い、主体的に動くことは必然なのだから、当然のように、市民ができることはまず市民

がなすべきという考え方です。今まで市民は主体ではなく客体でしかなかったという反省のもと、いろい

ろな立場（自治会に加入している人もそうでない人も、行政マンも企業人も、学生も、もちろん外国籍の

人も･･･）の市民が総力を挙げて「地域つくり」に係わるべき！！と考えます。 

いつ災害が起きるかわからない現代なら余計に、言われたことに従う住民にならず、自分や自分の家族、

そして地域の安全は、主体的に自己決定して自ら守っていく、そんな市民（勿論〇〇市民ではなく、市民

革命という時の「市民」）による「地域つくり」が望まれると考えます。 

私は、そんな市民が満ち満ちている地域へと変えていく過程が、その「意識改革」がまず必須であると

考えます。私もそんな「地域つくり」に主体的にかかわり続けていきます。 
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2019 年度  事業計画  

１．計画策定の背景  

法制度の狭間で支援の対象とならない人たちや支援を知らないあるいは受けたくな

い人たちであっても、地域の人たちとともに支えあう地域共生社会。その地域づくり

に向けて、県内各地で官民一体となって取り組みを進めています。  

社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会（以下、「法人」という。）では、重点的な

活動として「生きづらさを抱える人たち」が地域で幸せに暮らしていけるよう取り組

んでいますが、羽島市においても、昨年度羽島市障害者計画を改訂し、地域共生社会

の核となる「地域生活支援拠点等の整備」「成年後見センター設置」等位置づけていま

す。また、最近では、東京都で児童養護施設若草寮の施設長が元入所者に刺殺される

事件があり、行き場のなくなった若者へのアフターケアの重要性が改めて浮き彫りと

なりました。将来を担う子ども・若者が夢や希望が持てる社会の構築に向け、国レベ

ルでも様々な取り組みがなされています。厚労省より出された「新しい社会的養育ビ

ジョン」では子どもが権利の主体であることを明確にし、児童養護施設の小規模化に

ついても「施設整備補助対象の制限」という形で具体的な施策が示されました。  

２．基本方針  

法人と、地域住民、福祉・医療、企業、学校、行政などと連携し、支援を必要とす

る子ども若者、障がい児（者）、刑余者など生きづらさを抱えた人々が生活や就労、住

まいなどの生活基盤を確立し、だれもが活き活きと地域生活を送る「地域共生社会」

の実現に向けて、関わる要援助者と家族の支援とともに、「地域共生社会」の仕組みづ

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ため職員体制や環境を整えます。  

 ・個人の尊厳を尊重し、人権を守ります。  

 ・適切な自立支援、自己決定支援を心掛けます。※先回り支援厳禁！！  

 ・居住と日中活動の支援の連携を図ります。  

 ・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）地域共生社会づくりのための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。  

2019 年 3 月 21 日（木・祝）13：30 より、かみなり村北館において、2019 年度事業計画会議

が行われ、2018 年度の事業のふりかえりおよび 2019 年度の事業計画（案）について、担当者

より説明がありました。当法人のスタッフはもとより、ボラ協会員やご利用者とそのご家族の

方々にも多数ご出席いただきました。  

これからも、ボランティア協会の事業運営にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。  

※2019 年度の事業計画については、下記をご覧ください。  
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 ・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。  

 ・法令順守に努める。  

（５）人材の育成と資質向上  

 ・法人の理念を引き継ぐ人材の確保、登用します。  

 ・責任者は、その職場スタッフの戸惑がないよう知識・技術を高めます。  

 ・必要な研修を受け、内部研修により、スタッフの共通理解を深める。  

 ・職員間の法人理念の共有、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  ※新設事業  

  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  ※新設事業  

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、子どもの

自立支援トータルサポート事業、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． 2019 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・定着の支援  

   ・職親企業の開拓と就労支援（ぎふ職親プロジェクトの会）  

   ・職業里親（職育里親）への取り組み  

   ・更生支援とアフターケアの充実  

   ・居住支援法人事業の取り組み（要配慮者住宅の登録・生活相談支援）  

   ・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  

   ・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）行動障がい者に対応したグループホーム創設（ 2019 年度建設予定）  

（２）行動障がい者対応した生活介護・支援センター分場創設（ 2019 年度建設予定） 

（３）子ども若者ご近所さん交流拠点創設  

（４）共生型ホーム・シェアハウス創設  

（５）はしま福祉サポートセンター建替え（ 2023 年度建設予定）  

（６）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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安八町の百梅園に行ってきました～♪ 

また今年も梅の季節がやってきました。 

少し早かった様でちらほらと咲いていま 

した。天気も良く、ぐるりと一周良い散歩に 

なりました。 

他のグループも順次行き、最後には満開 

を迎えていました。 

誰かが言っていました。 「私は花より団子だわ～」と・・・・ 

     

     

紙粘土工作をしています 

 

  

 

 

 

    フクロウ                いのしし           おひな様        バレンタインのバスケット 
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2月 3日節分の日、利用者さんと職員みんなで豆まきをしました。 

今回は大豆の代わりに落花生を使用し、職員が鬼の面をかぶって 

「鬼は外！福は内！」とまきました。 

ほとんどの利用者さんが、鬼役のスタッフを困らせるほど、一生 

懸命に落花生を投げ、楽しんでいました。 

来年はもう少し鬼の数を増やそうかな(―_―)!! 

 

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・紙

粘土・季節の工作・ボウリング大会・カラオケ・クイ

ズ・マッサージ・お花見などのお出かけも予定してい

ます。 

 

2 月 21 日(木)22 日(金)の 2 日間に渡り、

時間はかかりましたがかわいいお雛様が完

成しました。紙皿の上にお花紙でひし餅を作

り、中央にはおだいり様とおひな様をセッティ

ング、金色の小さな桃の花をちりばめ、とても

かわいくできました。 

皆さんの顔もにっこりと(*^。^*) 

 

TEL 058－391－1613 

FAX 058－393－1218（担当 安田） 

E-mail deiai-kituneana@volavola.org 

でいあいの初詣は、金神社に行って、お参りをしてきました。 

その名の通り、金運アップする気持ちで心をこめて、ボランティア協会が商売繁盛 

しますようにとお願いしました。 

利用者さん職員とも何事もなく無事に過ごせますように!！ 

                                                          

         

で い あ い 
生活介護・就労継続支援 B型 

 

安八郡安八町の「百梅園」は、昨年 9月の台風 21号によって幹の根元から折れてしまった梅の木 
が花を咲かせ、話題となっている。どんなに痛めつけられようとも、諦めずにたくましく生きる 
“ど根性梅”の姿に勇気づけられる。                 （岐阜新聞 より抜粋） 

 

金神社は黄金の鳥居と黄金の御朱印で話題になっている神社です。 

         

mailto:deiai-kituneana@volavola.org


バルーンパフォーマー ゴンベエ さん 来所 

  バルーンアートが織りなす感動のステージを楽しみました。 

  かみなり村からも観客が集まり 50名程の参加がありました。 

                    “ ゴンベエさん Thank you ！”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ☺ 毎週土曜日、みんなで元気に活動中！☺ 
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＜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   ０５８－３９３－０７５１ 

【5月～7月の予定】 

 ※5月 4日(土)はみどりの日でお休みです。 

 第 2(土) フラダンス 

 第 3(土) 鈴木先生のダンス教室 

第 4(土) 北山先生のダンス教室 

その他季節の工作・お出かけ・レクリェー 

ション等を行っています。 

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） 

 

土 曜 で い コーナー 

 

❖「みんなの会」よりお知らせ     

 この度、諸事情によりみんなの会を解散することになりました。会員および会を応援してくださった皆

さまから頂きました会費・寄付金等は「ボランティア協会」、「ぎふハチドリ基金（子ども・若者支援団体）」、

学習会でお世話になりました渡辺武子先生に寄附することにいたしました。（残高：164,754 円を分割） 

長い間、ご協力いただきありがとうございました。                  役員一同 

 

☆1～3月の活動・・・ 

工作（節分のお面作り、折り紙でおひな様作り、お花紙で桃の花・菜の花作り）ぬり絵 DVD 鑑賞（ディ

ズニー・ＮＨＫのアニメなど）みんな大好きカラオケ・散歩（近所の稲荷神社など）ゲーム各種（ダンス各

種など）外出（成田山へ初詣・百梅園）その他、やりたいことなどリクエストお待ちしています。 

3月 11日より S.Hさん 

（18才女性）がでいあい 

に新しく入られました。 
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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) 

 

就労継続支援Ｂ型 

今年も 2月 14日バレンタインデー当日、チョコレート作りをしました。ホ

ワイトチョコレートを溶かし、型に入れてトッピングをするだけの簡単な物

をグループに分かれて作りました。 

チョコレートを湯せんにかけて溶かすのですが、それがなかなか溶けませ

ん（^^；）湯せんなんかで溶かしていられないと電子レンジでチン！する気

の短いグループ、お湯を変えながらみんなで協力して丁寧に混ぜる地道なグ

ループ、湯せんのお湯がチョコレートの中に入ってしまうおっちょこちょい

なグループ、他のグループが気になって集中できないグループ…。職員も社

員さんもみんな大盛り上がりでした。チョコ作りの後は安納芋が入った芋も

ちを作りました。芋入りのご飯を手でこねこね！つぶしたり、伸ばしたり、

最後にキレイに丸めてきな粉をまぶして出来上がり！！顔や服にもきな粉を

まぶしてお隣同士大笑い！チョコと芋もちを食べて大満足（^^）幸せな時間

となりました。 

今シーズンも種子島から届いた安納芋で作った焼き芋を、セブンイレブン羽島竹鼻町狐穴店様の駐車場

で販売させていただきました。今年は生芋を箱買いしてご自身で焼き芋を作られるお客様が多かったこと

もあり、早い時期での完売となり、例年より早い２月初旬に焼き芋販売を終了しました。たくさんお買い

あげいただき、ありがとうございました。 

来シーズンも 10月下旬に入荷の予定です。楽しみに待っていてくださいね！ 

バレンタインデー 

 

 

 

安納芋 販売終了 

第１位 かりんとうまんじゅう 

第２位 プリン 

第３位 パウンドケーキ 

第４位 スコーン 

第５位 チーズケーキ 

 

今シーズンは安納芋を使用したスイーツをたくさん作りました（^^）その中でも『かりんとうまんじゅ

う』の人気はダントツでした。安納芋あんのかりんとうまんじゅうのレシピはどこにもなくて、バリカム

オリジナルなんですよ！！すごいでしょ！とっても手間がかかるし、難しいのですが、ほとんどの工程を

社員さんにやってもらっているんです。バリカムの社員さんはまるで和菓子職人のようなんです(笑) 

また来シーズンもかりんとうまんじゅうを始め、安納芋スイーツをよろしくお願いします。今シーズン

を超える人気商品の開発を頑張ります p^^q 

 

安納芋スイーツ 人気ランキング 



☆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 ・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。 

ペットボトルキャップも随時回収しています。平成 30 年 12～2 月に（有）海津化学ゴム様におさめた

キャップは 424.9 ㎏（182,707 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協力をいただきまして、ありがとうございます。資源物を持ってきて

いただきとてもありがたいのですが、バリカム内で困っている事があります。それは、家庭ゴミや牛乳パ

ック、アルミ缶の中身が汚れたまま持ち込まれている場合があるという事です。回収は出来ませんのでご

理解をお願いします。 
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いつも糸入れの仕事でお世話になっているアクシア様より「ジッパータグ入れ」 

という新しい内職の仕事のご依頼をいただきました。 

「ジッパータグ」とは・・・洋服のファスナーの持ち手部分の穴につけるスト 

ラップのようなもので、持ち手を握りやすくする手芸用品です。 

ビニールの袋に台紙を入れ、4本のジッパータグを入れ、閉じるという作業です。作業を始めて 1か月が

経ち、社員さん達はずいぶん作業にも慣れ、少しずつ自信を持って取り組めるようになってきています。 

資源回収でお世話になっている花村材木店様からも DM作成の仕事のご依頼をいただきました。 

社員さん達は新しい仕事に興味津々でやってみたいと希望されるため、順番にやってもらっています。

外部の方々からご理解をいただいて、本当にありがたく、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

寒い日が続いていましたが、ようやく寒さもやわらぎ春めいてきま

した。少し早いかな？と思いながら 2月 27日百梅園にでかけました。 

天候に恵まれぽかぽか陽気の中、日ごろの運動不足解消もかねて、

ゆっくり散歩しながらお花見を楽しみました。まだまだ固いつぼみが

多かったですが、満開に咲いている梅もありました。赤やピンク、色

とりどりの花が咲いていてとてもキレイでした。お花のとてもいい香

りもしていました。バリカムのお出かけは行き帰りのバスの中がまた

盛り上がって楽しいです。社員さんの笑顔は満開でした。 

桜の咲く頃には  お花見第二弾  を行う予定です。 

お花見第一弾 

 

 

 

新しい内職の仕事を始めました 

 

 

 

この度、平成 29年度（30年度事業）共同募金配分事業として「居住環境に係わる 

グループホーム改修工事」を行ないました。オールミックスの個室の増室、スプリ 

ンクラー設置など車いすの方にも安心して過ごして頂けるよう環境を整えました。

ありがとうございました。 
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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。 

 

 

 

 

◇喜楽舎 H30 年度利用の様子 

喜楽舎の利用者さんの多くは、ボランティア協会の福祉サービスを利用して頂いている方が中心です。利

用ケースが増えることに伴い、支援員増員も必須の状態ではありますが、ニーズなどにより同じ支援員が複

数のケースを掛け持ちしているのが現状です。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。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ていき、人材をより充実していきたいと思っております。 

3 月の会議では支援について H30 年度を振り返り、また H31 年度に向けての抱負など意見交換しました。 

（ → ・・喜楽舎事務局からのコメントです） 

・利用者の表情や様子、何かこちらに伝えたいことがないかを伺いながら支援をしている → 常に状況を

把握して支援することは、とても大切です。 

・急発進・急ブレーキはしない。スピード・曲がり角などは注意して落ち着いて行きます → 常に障がい

ある方を乗せていることに留意して安心・安全に運転をしてください 

・障がいへの理解がまだしっかりわかっていない所がある。自分のスキルアップに努めていきたい → 研

修などの情報をあつめて自分に合った研修会などに参加してスキルアップしてください。 

◇介護職員初任者研修が修了しました！！ 

介護施設で就労を目指す特別支援学校等の生徒さんを含め 30 年度は、7 名が修了されました。受講者に

修了後進路を確認したところ支援学校全員が介護関係に就職が決まったと嬉しい報告を受けました。茶話

会では、卒業式の話や 4月から社会人生活への不安や期待していることなどの話に花が咲きました。 

◇福祉有償運送運転者及びセダン等運転者講習会を再開しました 

H26 年度以降、休止していた運転者講習会を今年 2 月 23 日・24 日の 2 日間行いました。運転講習会を 1

回受講すると資格に有効期限がないため、年齢を重ねても運転技術などが変わらず安全にできているかを

協会の運転者に再確認することも含めて実施しました。以前、受講した 70 歳以上の方も含めて募集をした

ところ 19 名が集まりました。初日当日、予定していた路上コースが通行止めになり、急きょコースを変更

する事態となるハプニングもありましたが、なんとか無事に 2日間の講習会を終えました。今回は、普段か

ら福祉車両を運転している方や運転はしているがリフト操作をしたことがない方、まったく初めての方な

どが集まりました。内容は、講義・実技演習・路上コース。講義の 1つは、ＪＡＦ岐阜支部より講師をお招

きし、「危険予知による安全運転および車の死角やヘッドライト特性などに関する講話」をして頂きました。

演習では車イスの取り扱い方や車イスでの段越え、杖をついている方の支援方法を学びました。 

※受講者の感想（一部抜粋） 

・日頃の運転の慣れ、くせ等が今一度認識できたので、これからの 

運転に生かしたいと思います。 

安全運転や思いやり運転、介助の方法など 2日間とても身になるこ 

とばかりでした。 

・車イスの体験をしてほんの少しの車の揺れやカーブでの横揺れを 

感じることができ、自分の運転にも生かしていきたいと思いました。 

 喜楽舎 ＮＯ．６２ 

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

          （担当：林）  

  E-mail ： kirakusha@volavola.org  
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平成30年4月～平成31年2月迄 

 

 

 

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 
 

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。 

 

 

30年度の相談事例 

 

 

 

 

・矯正施設等を退所された利用者さんの住まいや福祉

就労先の紹介、調整を行う。 

 

・共同生活援助を退所された利用者さんの住まい、 

 福祉就労の調整、生き辛さ・悩み相談等の総合的な支

援を行う。 

 

・親(主たる介護者)が高齢になり、子の介護が難しくな

るケース。居宅介護の調整を行い、本人が望む暮らし

の実現に努める。 

 

・主たる介護者の体調不良により、利用者さんの介護

(介助)ができない状態になる。その為、緊急的に短期

入所や、居宅介護等の福祉サービスの調整に努める。 

 

・利用者さんの身体状況の変化に応じ、随時必要なサー

ビス量・種類の変更等の調整をおこなう。 

 

・利用者さん、ご家族が年金申請、手帳の申請が困難で

あった為、役場等へ同行をおこない、支援を提供する。 

 

・利用者さんの障がいサービスに止まらず、生活困窮、

家族の高齢に伴う介護保険への移行、地域包括支援セ

ンターと連携し、速やかにつなぐよう努める。 

 

 

相談は各種ありますが、ご利用者さん・ご家族・行政・

関係する福祉・医療の方たち等とよく話し合いをおこな

いながら進めています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岐阜羽島ボランティア協会事務局   

羽島市竹鼻町狐穴719-1   

TEL（058）393-0751  

 ボランティアセンターでは、ボランティアの受け入れや対応はもちろん、福祉イベントの実施、障がい福祉に関 

する研修、学習会の企画運営などを行っています。障がい児(者)との交流や学習の機会を通して、地域の方々の障が 

いへの気づきや理解を深め、障がい児(者)が安心して暮らせるまちづくりを目指しています。 

★「地域で支える～生きづらさに寄り添って～」Vol.1 のご案内 

日時：2019年5月19日（日） 13：30～16：30    

場所：羽島市福祉ふれあい会館 2階地域ふれあいスペース 

講師：子どもセンターパオ理事・弁護士 高橋直紹 氏            

※参加費は無料ですが、事前申し込みが必要です。 

☆かみなり座結成から1年が経ちました。 

昨年度結成した「かみなり座」の活動を今年度も継続していきます。 

これまで愛の家グループホーム様をはじめ地域の施設を公演して回り 

2月には竹鼻中学校での発表を終えました。フラガール＆フラボーイ 

の息の合ったダンスと水戸黄門に扮したメンバーの♪USAで送るかみ 

なり座のステージに、毎回たくさんの拍手が送られました。 

演者も観客も障がい者も高齢者も関係なく、みんなが楽しい時間を 

共有できたこと、素敵な笑顔を見られたこと、それがかみなり座の原動力となっています。ただ今、新作を考案 

中です。これからも応援をよろしくお願いいたします。 

☆研修会「地域まるごと共生社会」Vol.5を開催しました！ 

 昨年度シリーズで開催しました研修会の第5回目を2月10日（土） 

に不二羽島文化センターにて開催し、羽島市長松井聡氏を講師に迎え 

ました。深刻な財政難の中で医療環境の整備や障がい、子育て支援な 

ど地域福祉の拡充に努め、市民生活の向上を図るその一方で、地域住 

民の活躍を期待し、市民力を育てる施策を展開する羽島市のまちづく 

りについて理解を深めることができました。意見交換会では、まちづ 

くりに取り組む方々をパネリストに迎え、羽島市が目指す「みんなで 

創る地域共生社会」について考えました。ここでは自治会や民生・児 

童委員など地域のためにはたらく人々の存在にも着目し、常日頃から 

地域とのつながりや関りをもっておくことは私たちの生活を守り、支えることにつながると理解できました。 

全5回にわたる研修会でしたが、支援活動の現場ではいつも既存の制度やサービスには基づかない活動（イン

フォーマルな支援）が注目され、成果を挙げていました。これは講師の方々の言葉を借りれば「人を支えるのは

人である」、「人と人とのつながりが地域の福祉力を育てる」ということを物語っています。支援する人も支援さ

れる人も同じ人間であり、私たちは互いに助け合い支え合う存在であるということを学びました。 

 

10 

 

★岐阜羽島ボランティア協会総会 のご案内 

日時：2019年5月19日（日） 10：30～  

場所：羽島市福祉ふれあい会館 2階地域ふれあいスペース   

※欠席される方は委任状の提出が必要です。詳細は別紙のご案内をご覧ください。 

今年度も全4回の開催予定です。 

詳細は決まり次第、HP、チラシ等で 

ご案内いたします。 
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少人数でこの頃社会見学に行っています。 

いつもと違った所で、いつもと違う人たち 

の話を聞くという活動は、子どもたちの違 

う一面を見ることができます。 

ムードメーカーの K君は落ち着いたお兄 

さんに、甘えっ子の Yちゃんはおちゃめな姿を見せてくれました。 

 

【お問合せ先】  

〒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） 

 

水曜日に行っている「お話しひろば」が子どもたちに大人 

気です。そろそろお話しが始まるぞという空気をキャッチす 

ると、1人また 1人と集まってきて、スタッフが声をかけな 

くてもみんな勢ぞろい。子どもたちはお話が大好き。始まる 

のをワクワクして待っています。そんな「お話しひろば」が、 

今回から大変身！落語絵本「じゅげむ」に挑戦します。この 

お話はご存知の方も多いと思いますが、子どもにとても長い 

名前を付けてしまったことから、名前を呼ぶのに毎回大変な 

思いをするという面白く楽しいお話です。「じゅげむじゅげむ」、「ごこうのすりきれ」、「かいじゃりすいぎ

ょの」、「すいぎょうまつ」・・・と長い名前を単語ごとに区切って紙に書き、それを 1枚ずつ子どもたちが

持って、名前が出てくる度に上に挙げてもらうことにしました。自分の持っている紙（名前）がいつ出て

くるのか、ドキドキしながら耳をすましてゲーム感覚で楽しみながら参加しています。スタッフのお話を

静かに聞くことも大事ですが、みんなで協力して同じ活動に参加することも大切なことですね。 

 

 毎月行っている「作って遊ぼう」を、2人ずつ落ち着いて作る方法 

に変えました。これまでは、途中で投げ出してしまう子もいたのです 

が、今回からは向い合わせで説明を聞き、スタッフと一緒に進めるの 

で、子どもたちもやる気満々。小さい部屋に変更したこともプラスに 

なり、普段落ち着きのない子も椅子に座って作ることが出来ました。 

工作にはあまり興味のない子も、スタッフと一緒なら頑張れるようで 

作る子どもの数も倍増しています。 



 春の柔らかな日差しの中、上着を脱ぎ、外の遊具で元気に遊ぶ子どもたちの姿が見られるようになって

きました。 

 

★子育てひろばかみなりくん 

「ゆりダンスセンター」のゆり先生にお願いをして、月１回親子 

ダンスを行っています。まずは親子で、簡単なストレッチや筋トレ 

を行います。簡単にできる腕の曲げ伸ばし、「はいはいレース」、お 

子さんをお腹や背中に乗せての腹筋や背筋など、親子でふれあいな 

がら楽しく行います。 

 ママの背中にギュッとしがみつく子、横に寝転がりマネして一諸 

にやろうとする子、色んな子どもたちの姿が見られます。中にはマ 

マの背中で、「がんばってー！」と応援する子もいます。 

                   ストレッチと筋トレで体が柔らかくなってきたら、その後はママ 

たちのダンスが始まります。流行の曲に合わせて、先生に簡単な振 

り付けを教えて頂きます。時にはテンポのはやい曲もありますが、 

頑張って踊るママの姿を見て、そばで真似をして踊る、かわいい子 

どもの姿も見られます。 

元気に体を動かすと、心も体もスッキリ！ストレス解消になりま 

                  すよ。みなさんも是非ご参加くださいね。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 利用組数 
障がい児親子 

の利用組数 

12月 145組 42組 

1月 133組 46組 

2月 152組 50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。 

 のび～、のび～。 

地域子育て支援拠点支援事業 

12 

たのしいね～。 

 
☆子育てひろば 親子の月別利用組

数 

☆親子ダンス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日にち 行事予定 日にち 行事予定 

7（火） 手づくり絵本のうたあそび 23（木） 
5月生まれの誕生日会 

リズムあそび 

9（木） はじめてのキッズ★ダンス 24（金） スキンシップたいむ② 

10（金） スキンシップたいむ① 28（火） おねえさんとあそぼう 

14（火） 楽しいリトミック 30（木） 木のおもちゃであそぼう 

16（木） 
大きくなったかな？ 

身体測定・手形押し 
31（金） ボールプールあそび 

21（火） 

22（水） 
作ってあそぼう 

・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 

・行事のない日は自由あそび 9：30～14：30 

 

羽島市正木町坂丸二丁目 95番地       

Fax（058）394-0113 

E-mail：kosapo.kaminari＠volavola.org 

★はしま広域ファミリー・サポート・センター 

実施日時：毎月第１金曜日 10時～12時 

「ティーカップセット」がついに完成しました。

とてもかわいいカップとティーポットです。 

ボランティアさんいつもありがとうございます。 

 

 
★子どもサポートセンターかみなりくん 

★おもちゃ図書館 かみなりくん 

 

☆5月の行事予定 

完成した作品 

 

【ファミサポ利用時の病気のお子さんの最小利用月齢変更について】（平成 31年 4月 1日付） 

 今年度も 8月～9月に「提供会員養成講座」を開催予定です。 

場所は、かみなり村北館および西館を予定しています。「スキルアップ研修」も積極的に開催し 

てまいります。詳細につきましては、案内パンフレット、ＨＰ等で随時ご案内いたします。 

皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

 

❖病気の時の最小利用月齢 

 変更前 2か月 → 変更後 7か月 

 より安心安全なサポートをさせていただくため、本年度より以下のように変更いたします。 

みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
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Tel（058）391-1228 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 春は出会いと別れの季節です。ゆうやけこやけでもこの一年出会いと別れを繰り返してきました。 

 65歳を超え老人福祉に移行し、より自分に合った支援を受けるために老人ホームへと入所された方、

ご自宅での生活に戻るために退所された方、新しく入居された方、ホーム内での居住場所の移動もあり、

建物ごとの顔ぶれに変化がありました。 

 新しく入居された方はもちろん、以前からの利用者さんも変化に戸惑いながらの生活は、揉め事も増

えています。それでも生活する中で一緒に遊んだりおしゃべりしたりするなど「仲間」という空気がで

きてきています。ゆうやけこやけでは、個々の生活、日常の生活を第一に、「仲間」との活動も充実させ

ていきたいと考えています。 

 一方、スタッフとの新しい出会いも探しています。グループホームでのお仕事に興味のある方、是非

お待ちしております。 
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★病児保育室かみなりくん 

 より安心安全な保育看護をさせていただくため、本年度より以下のように変更となります。 

みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

【病児保育室かみなりくんの最小利用月齢と土曜日の利用時間の変更について】（平成 31年 4月 1日付） 

 

❖最小利用月齢 

 変更前 2か月 → 変更後 7か月 

❖土曜日の利用時間 

変更前 8：30～17：30 → 変更後 8：30～11：30 

❖きょうだい割引 

 きょうだい同日利用の場合、1日 2,000円の利用料が 2人目より半額になります。 

ただし、下記①または②のいずれかに該当する方が対象です。 

  ①羽島市在住のお子さん 

  ②協定市町在住で、各種助成制度（多子世帯、非課税世帯の減免等）を受けられない方  

❖多子世帯の減免について 

 羽島市内では、市内在住の多子世帯（※）のお子さんがご利用された際の利用料が免除されます。 

該当される方は手続きが必要ですので、お問合せください。 

※多子世帯：出生から 18歳に達する日以後の 3月 31日までの間にある児童を 3人以上現に扶養する世帯 

❖市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯の減免について 

羽島市在住の市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯の方は利用料が免除になります。 

該当される方は手続きが必要ですので、お問合せください。 

【問合せ先】 病児保育室かみなりくん  Tel（058）394-0112   

       羽島市健幸福祉部子育て・健幸課  Tel（058）392-1111（内線 2522） 

 ※協定市町の方は、上記の各種助成制度についてはお住まいの市町の担当課にお問合せ下さい。 

 

【各種減免・割引制度について】 
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Tel（058）394-0112 
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 ３月、特別支援学校の卒業式を終えて、かみなり村北館には新しく４人の仲間たちが増えました。 

これまでかみなりくんを利用されていた方も多いですが、それとはちょっと違う環境でのお仕事も

はじまり、みんな社会人として新生活をスタートさせました。 

 お仕事だけでなく、お出かけやレクリェーション、運動などいろいろな活動を仲間たちと楽しみ

ましょう！ 

主な予定（北館） 

 月曜       ヒップホップダンス      第１・３金曜  運動療法 

 火・水・木曜ＰＭ レクリェーション・運動    第２金曜    音楽療法 

 

♥ もうすぐバレンタインデー ♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

壁には素敵なタペストリーがかかっています。

職員と利用者さんで作ったものですが、このハー

トのひとつひとつには、素敵なメッセージが書か

れているんです。 

職員から利用者さんへ、また利用者さんから職

員や仲間たちへ、日ごろのありがとうの気持ちや

頑張っていること、いいところをほめる言葉が綴

られていて、読んでいてとてもあたたかい気持ち

になりました。 

みんないつもありがとう！ 

バレンタインデーが近づいたある日の活動です。 

いろいろな種類のお菓子が机に並ぶとワクワクし

ますね♪好きなお菓子を選んで盛り付けるお菓子バ

イキングです！もちろんバレンタインなのでチョコ

レートもありますよ(^^♪  

そして、カップはそれぞれ自分で描いた絵を貼っ

たオリジナルです。きれいに色も塗られていて、気分

も盛り上がりますね。 

かみなり村北館 

生活介護 
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◆ 運動療法 ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 春の訪れ ◆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月曜日～金曜日 ９：００～１５：００営業中 

【土曜日のカフェのお休みについて】 

カフェモアナは 4月から毎週土曜日はお休みになります。ご了承ください。 

 

毎週土曜日１８：００～２２：００営業中 

ご予約承っております。是非お越しください。 

 

 

 日中を過ごす部屋ごとで定期的に行っている運動療法の時間です。 

先生の指示に従ってストレッチでゆっくりと体をほぐしてから筋トレ

をしていきます。Ａさんは体が柔らかく余裕の様子(^^)体がかたい人も、

先生に押してもらいながら頑張っています！いろいろな体勢で全身をほ

ぐすとリラックスした気分になるようです。 

 あぐらをかいて目を閉じる座禅のようなことをする時間もあります。

先生も難しいかなと思っていたようですが、意外とみんなこの時間が気

に入っているようで、ここだけ参加する仲間もいるとか―。どんなこと

を考えて目を閉じているのでしょう… 

 

春仕様のタペストリーが作業室の壁をいろどっています。 

桜の枝には、利用者さんの顔をした鳥たちがたくさんとまってい

ますよ。 

 桜の花はペットボトルの底を利用し、絵の具をつけてペタペタ

押すのをみなさんにも手伝ってもらいました。暖かくなってきた

ので、お出かけする機会も増えそうですね。 

  

 こちらはほろほろの運動療法。体を動かすことが大好きな

人が多く、内容もレベルの高いものになっています。Ｆさんは

腹筋３０回を楽々こなしていましたよ！支援員さんに手を貸

してもらいながらチャレンジし、できると拍手がおこるよう

なあたたかい雰囲気の中、楽しく体を動かしています。 

 ★新しいスタッフの紹介 ・・・ どうぞよろしくお願いします。 

長崎 裕美さん かみなり村北館   



         

 

 

【アクアウォークで森あそび森まなび】 

先日 3 月 9 日にアクアウォーク

大垣で「恵みの森づくりコンソーシアム presents アクアウォー

クで森あそび森まなび」のイベントに参加してきました。このイ

ベントは、もっと岐阜の木を知ってもらうために岐阜の企業、木

に関わる団体などが集まり、木に関するワークショップや、パネ

ル展示、木工小物販売、木育広場、など催したもので、今回は 2

回目となります。 

かみなり村本舗は、もっくるの商品販売とウッドバーニング体験

の場を設けて、多くのお客様にウッドバーニングを体験していた

だきました。 

小さいお子様は保護者の方と一緒に自分の名前やイラストを描い

たり、大人の方も夢中になって輪切りに描いたりしていました。 

中には、本舗のコース

ターを買って頂いて、

そのコースターに可愛

いイラストを描いてい

た親子もみえました。 

このようなイベントを

通じて色んな人に岐阜

の木の良さを知ってい

ただけると嬉しいです

ね。 

 

 【春野菜収穫予定】 

本舗の畑では冬野菜の収穫も終わり春野菜の

収穫が始まります。 

4 月上旬は新玉ねぎ、わけぎ、4 月下旬はスナップエンドウ、5 月上旬は

ソラマメ、5 月下旬は大根、ホウレンソウ、6 月はにんにくの収穫を予定

しています。 

ご予約も承っております。お気軽にお問い合わせください。 

【畑に野菜の看板をつけました】 

今まで本舗の畑では収穫できる野菜は分かっていたのですが、どれが何の

野菜か分からない物が多く、（職員ですら何の野菜かわからない始末…）

やっと野菜の看板を作りました。 

これでどの野菜かすぐに分かります。利用者さんにも好評です！ 
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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 

木育広場はみんな楽しそうに遊んで 

いました 

ウッドバーニングに挑戦 

多くのお客様で賑わいました 

本舗の畑見に来てくださいね 



  

 

【新作バッグのご紹介】 

今ふくふくでは、アロハアイ

ナの出店へ向けて商品作りを

頑張っています。 

ハワイアン柄のトートバッ

グ、M、Sサイズや、新作のリ

バーシブルタイプの肩掛けバ

ッグなど製作中です。 

アロハアイナは、5月 18日

（土）に岐阜駅アクティブ G

駅前広場一帯で、フラダンス

やハワイアン音楽のパフォー

マンスが、一日中あるイベン

トです。 

食べ物からハワイアン雑貨

までたくさんの店舗が出店

していますので、お時間がある方は遊びに来てくださいね。 スタッフ一同お待ちしています。(*^_^*) 

  

 【スプーンに使われている木の話：第二回】  

前回スプーンの材料で、サクラとカナメモチを紹介しました、今回はクリ・ 

シンジュの紹介をします。 

「クリ」 別名 シバグリ 

 ブナ科の落葉高木で、高さ２０ｍになるものもある、実は食用としてよく

知られているが、木材も古くから建築やさまざまな用途に使われてきました。 

 クリの木材を使って建てられた建物は、最も古いものでは縄文時代の遺跡

から出土しています。「タンニン」という苦味成分を含んだアクがあるクリの

木材は、虫や菌を寄せ付けず、雨水がかかるような過酷な環境でも腐りにくい

ので、湿気やシロアリの発生しやすい住宅の「土台」や線路の枕木などによく

使われていました。材の強さと明快な木理との両面の優秀さから建築（床柱 、

棚、階段、手すりなど）、船舶、車両用材として高く評価され、 いろいろな器具（箱類、額縁、柄類、漆器木地

など）、家具（箪笥、テーブル、 椅子など）、くりもの、彫刻などにも用途が広い材です。 

「ニワウルシ」 別名 シンジュ（神樹） 

ニガキ科の落葉高木でニワウルシの名称はウルシに似ているが、かぶれない

ので庭に植えられることから。シンジュは、ドイツ語名称の Götterbaum（ゲ

ッターバウム：神の木）の和訳によります。 

葉は、大型の奇数羽状複葉で長いものは、１ｍを超えます。成長が早く、庭木、

街路樹、器具材などに用いられます。シンジュサンの食樹としても知られ、シ

ンジュサンでの養蚕目的に栽培されたことも各地に野生化する原因となり、 

近年では道端などに広く野生化して見ることができます。 
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ハワイアン柄のトートバッグ 中は巾着になっています 



 

 

 

 

 

 

 

 

・Yくん（高 2）・・・大好きなバスケの練習を頑張っています！ 

 

・Mくん（高 2）・・・テスト勉強、とっても頑張りました！ 

 

・Rくん（高 1）・・・小説が好きな高校生の男の子です♪ 

 

・Dくん（小 5）・・・学校でもお友達が増えました！ 

 

 ・Aくん（小 3）・・・最近アイロンビーズのコマ作りにハマっています♪ 

 

 ・Sくん（4歳）・・・生活発表会で子ヤギさん役を頑張りました！ 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ＊節分の日：手作りの恵方巻を口いっぱい頬張り、静かにモグモグ(*‘ω‘ *) 

みんなシーンとなると笑ってしまいましたが、Dくんだけ最後までしゃべらず食べきりました！ 

＊3月 12日、新しいお友達がやってきました！高校 1年生になる男の子です♪ 

＊寄付でとても立派な五月人形をいただきました。玄関を開けると、正面に飾ってあります♪ 

 ＊ゴロゴロくんに寄付をいただいた方＊（H31年 1～3月） 

＜寄付品＞（順不同） 

ｶｰﾌﾞｽ羽島 wing151さん,ご近所の方々,ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙおじさん 

揖斐川町の佐合さん,武内由美さん,その他匿名多数 

NO.9 

 

 

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) 

 

 

 

節分の日♪ 

しゃべらずに食べられたのは 

一人だけでした(笑) 

カーブスさんにお菓子を 

たくさんいただきました♪ 

 

独特な椅子の座り方 
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―Ohana とはハワイ語で家族・仲間の意味です― 

３月３日ひな祭り🎎 

 ３月３日はひな祭りでした！Ohanaの家では、ホーム長が可愛いちらし寿司を作ってくれました。子

ども達は、みんな働いているので食事の時間に、全員が揃うことはありませんが、夕食を見て「今日は

ひな祭りか！」と嬉しそうに食べている姿を見ることができました！ 

 

最近の Ohanaの子どもたち！ 

Rさん 職場で介護事例の発表しました。聞きに行った職員が感動した！と言ってました。 

Sさん 10日間の施設実習頑張りました！就職先を悩み中です。 

Mさん Ohanaに来て一年が経ちました。介護初任者研修の資格取得に向け頑張ってます！ 

Hさん 学校と仕事の両立頑張ってます。介護の仕事にも慣れてきました。 

Hさん いつも元気いっぱいです。バイトの掛け持ち頑張ってます！ 

Kさん 最近入居しました！初めてのバイトですが、自分のペースで頑張ってます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

（Ｈ30年 12月～3月） 

＜寄付金＞(順不同・敬称略) 

㈱一松高木、丹羽いずみ、浅野満、味岡和子 

堀真人、奥口みや子 

＜寄付品＞ 

伊藤知子、㈲エイワンモータース、水谷保子 

NPO法人ナイスデイ、㈲浅輝建築、鍬田逸雄 

㈱一松高木、補伽登美枝、井戸秀樹、辻井孝明 

井村まゆみ、武田和子、森恵子、カーブス 

青木英明、小椋井香保、太田岩雄、久保きみ代、 

こども食堂ぎふネットワーク代表宮崎孝司、 

和田誠、高井久美子、杉山文夫 

 

いつもありがとうございます！ 

№2５ 

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 
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Ｌａｌａの部屋 

イラスト 
 

 

 

 

 

        

 

 

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。 

 

 

『児童養護施設等入所児童自立支援プログラ

ム研修会』  

２月 10 日に開催しました。NPO 法人ブリッジフォースマ

イルさんに、プログラムを進行していただきました。施設

等を出た後の若者が、コミュニケーションやマナー、一

人暮らし後の金銭管理ができるように学びました。 

『ぎふ職親プロジェクト設立の会』 

２月２８日に開催しました。岐阜県、愛知県から２０社ほ

どの企業様に登録していただきました。県内児童養護

施設や児童相談所からもご出席いただきました。岐阜

県と岐阜羽島ボランティア協会での協働プロジェクトが

スタートしました。 

Lalaの部屋 HP ぎふ職親プロジェクト HP 

児童福祉施設退所者等アフターケア事業×居住支援法人  

職親さん随時募集中です！！ 

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

味岡、水野、吉田 

mailto:lala@volavola.org
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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。今回は、10 月からグループホームで生活をし始めた親子につ

いて紹介したいと思います。グループホームに親子が入居するのは初めてのことでした。集団生活の

中に親子で入っていくのはなかなか大変だったと思います。お母さんの希望である「子どもたちとの

生活を続けていけるように」という想いや、子どもたちの成長発達も含めて検討し、生活上の困りご

とに寄り添いながら、適切な子育てができるようサポートさせていただきました。 

生活環境や学校などいろいろな変化がある中でも、元気に外で遊んだり勉強に励む子どもたちの様

子が印象的でした。 

たくさんの方々のサポートもあり、この 4 月から GH 健康促進住宅を退居し、親子での生活がスタ

ートしました。にぎやかな子どもたちの笑い声が聞けなくなるのは寂しいですが、これからもすくす

くと元気に育っていってほしいです。短い期間でしたが、またいつでも声を掛けてくれるような関係

が築けていればなぁと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手は、その大きさや形などでも個性や魅力を読み

解くことができます。 
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手のひらには、生まれる前に決めてきた才能や使命、幸運の印

が載っています。悪い手相はありません❤ 

あなたの手にもこの印があるか、宝探しをしてみませんか？ 

探してみませんか？ 

Ｂｙ クリスタル佐織 

『小悪魔ハンド』 
とても小さな手です♪ 

通常よりもとても小さい手の方は、強く自己主張し

なくても、相手を上手にコントロールできる才能を

持っています。 

一見控えめでおしとやかにしていても、相手にそうとは気づかれずに（笑）

あなたの思いのままに彼氏や旦那さまを操れるでしょう❤ 

この手相は、事務所のＭさんに発見しました！確かに可愛い方ですね♪ 

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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梅田篤史税理士事務所 
税理士 梅田篤史 

〒501-6064 羽島郡笠松町北及 1984-10 

TEL（050）5218-3538 FAX（058）374-3741 

 

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 

 

広告掲載をご希望の方は 

ボランティア協会事務局まで。 

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 



 

 

  

  

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ寄付金 伊藤房子 坂倉邦子 三輪壽子  

吉田栄紀 竹中智子 林和子 後藤佐織 安田和代 

吉川美知子 中川尚代  環境メディアフォーラム              

（順不同・敬称略） ＮＰＯ寄付物品 岩田巌  

 

平成 30 年 12月 21日～平成 31 年 3月 20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 

回転寿司 鮮 

（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） 

（羽島市足近町） 

ヘアーブティックゼッピン 

喫茶 ブルームーン 

喫茶 二条 

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） 

（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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5 月 5日（日）かみなりマーケット 

19日（日）ボランティア協会総会 

研修会「地域で支える①」 

場所：羽島市福祉ふれあい会館 

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 

ご寄付をいただいたお店紹介 

ご寄付ありがとうございました。 

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 2日（日）かみなりマーケット 

～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 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  

社福寄付物品 深耕ファーム㈱ヤマダ製作所 

 

7 月 7日（日）かみなりマーケット 

ＮＰ０広告協賛  

㈲前澤葬儀社 ㈲ペンテック ㈱セイコー 

社福寄付金 佐野淳子 笠松雅之 後藤佐織  

スタイルボックス みんなの会代表成瀬直美 

今西良恵 
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