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第 97 号 

■特定非営利活動法人 岐阜羽島ボランティア協会 

■社 会 福 祉 法 人 岐阜羽島ボランティア協会 

２ ０ ２ ０ 年 
 赤とんぼ号 

コンテナのアオキとキハ６０５ 

 ＪＲ貨物（コンテナ）に囲まれた生活介護事業所「コンテナのアオキ」、その隣に設置された気動車 

「キハ６０５」。一見、福祉施設というよりは「ＪＲ貨物関連会社」のようにしか見えない風変わりな 

建物の「コンテナのアオキ」。どこで耳にしたのか、週末になると、各地から鉄道ファンが訪ねてくる 

ほどの人気ぶりです。この施設は、ＪＲ貨物を活用してイニシアルコストを抑えながら快適な活動空間

を作れないかと、何年も前から密かに構想を練っていたものを、とある方のおかげでようやく実現した

プロジェクトです。ボラ協の影の実力者とも言えるこの方は、長年国鉄に勤務し、国鉄笹島駅の最後の

駅長を務め、リタイアした後縁あってボラ協メンバーとなり、今日までボラ協の活動を支えてこられま

した。国鉄時代に培ったノウハウと経験、人脈により、ＪＲ貨物の仕入れから建築、気動車キハ６０５

の設置に至るまでお力添えを頂き、無事に完成の運びとなりました。今、こうして、気動車の話題をみ

なさんに提供できるのも、まさに事務局のＨ・Ａさんのご尽力の賜物です。長年にわたってボラ協を支

えてくれたＨ・Ａさんへの感謝の気持ちから、この施設を「コンテナのアオキ」と名付けました。（よ

く言われるのですが、決して「クスリのアオキ」を真似たものではありません。） 

 かみなり村に新しく誕生したこのユニークな施設を、これからもどうぞよろしくお願いします。 

さて、レトロな外観が魅力的なキハ６０５ではありますが、歴史を感じさせる部分を残しつつ福祉的

活用を目指し、県立森林文化アカデミーの協力のもと、復元プロジェクトを始動しました。これもまた

大がかりなプロジェクトとなりそうですので、クラウドファンディングによる資金援助を検討中です。

詳細はＨＰ等でご案内いたしますので、ご協力お願いいたします。さかのぼれば、足湯バスにロンドン

バス、そして気動車。次はどんな乗り物にしようかな？図らずも始まった「かみなり村観光スポットプ

ロジェクト」は現在進行形です。次回にご期待ください。 

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 

画：かみなり村北館 K.K 
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かみなり村に「気動車」現る！ 

かみなり村の観光スポット？となっているロンドンバスに続き、気動車キハ６０５がやってきま

した。富山県高岡市から 2日間かけて運ばれ、到着するや否や人々の注目を集め、地域のニュースに

もなりました。今ではすっかり生活介護事業所「コンテナのアオキ」のランドマークとして、訪れる

人の目を楽しませています。70 年ほど前の車両のため内外装とも手を加える必要がありますが、法

人内で修復プロジェクトチームをつくって維持管理に努め、一般公開に向けて準備を進めていきた

いと思っています。ご興味のある方はぜひチームにご参加ください。 

また、特色あるこの施設を活用して「フリースペース・コンテナ」を開設し、生きづらさを抱えた

子ども・若者たちが安心して過ごせる居場所となるよう取り組んでいきます。（本事業の詳細はチラ

シ、HP等でご確認ください。） 

下記にキハ６０５の歴史についてまとめましたのでご参照ください。 

気動車とは ☞ 蒸気，ガソリン， ディーゼルなどの機関を車体に装備し，自力で走行できる鉄道車

両。貨物の他、旅客を乗せて運行します。 

【キハ６０５車歴】 

宇都宮車輌（現 富士重工業）製。昭和 26（1951）年常磐 

炭礦職員輸送用キハ 21として製造された。全長 12.2 m・オー 

ルロングシートの半鋼製小型車（定員 80名）。戦前の国鉄キ 

ハ 40000形気動車に類似するが、宇都宮車輌の同時期の製品に 

見られる張り上げ屋根を備える。製造許可を得るために木炭ガ 

ス気動車として申請されたが、実際には日野 DA55形ディーゼ 

ルエンジンを搭載し、ヤミ物資の軽油で走る普通の機械式ディ 

ーゼルカーとして完成された。 

しかし、常磐炭礦に気動車を運転できる運転士がいなかったため、昭和 26年 3月に納入されてか

ら、翌昭和 27（1952）年 1月までの間、放置されていた。運行が開始されたのは昭和 27(1952)年中

頃、浜井場停車場～常磐炭礦川平鉱間を１日数往復し鉱員輸送の任に当たっていた。昭和 33(1958)

年末、若しくは昭和 34(1959)年に運行を停止した。 

 

1959年岡山県岡山臨港鉄道に譲渡されキハ 1003（譲渡後定員 82名に増加）と 

なる。低かったステップを切り上げ、前照灯や逆転機の変更、車内の蛍光灯化改造などが行われた 

が、岡山臨港ではより大型の車両が主力で、キハ 1003は小型のため、もっぱら予備車であった。 

なお、岡山臨港在籍時には、原因不明だが書類上の製造年が 1年遅い 1952年になっている。 

 

岡山臨港鉄道の廃線に伴い、1984年 10月紀州鉄道がキハ 16に代わる予備車 

として譲り受けた。1987年二前面の中央を 1枚窓化、キハ 603などと合わせ、 

クリーム色に緑色の帯を巻く塗装への変更、側面の乗降扉の交換などの改造が行われた。しかし入線

後の試運転で振動がかなり大きいことが判明し、長く紀伊御坊駅構内側線に放置されていた。すでに

元・大分交通車の予備車 2 両で賄える運用状態であったため、キハ 605 は一度も営業運転されなか

った。 

2000 年 1 月に廃車されると、ふるさと鉄道保存協会に譲渡され、和歌山県有田鉄道線金屋口駅構

内に保存。2014年 12月まで同駅跡を整備した有田川町鉄道公園で保管されていたのを、富山県高岡

市の伏木ヤードで JR 貨物・北陸ロジスティックにより一部修復され、2020 年 6 月 11 日かみなり村

に移転保存。 

キハ２１ 

キハ１００３ 

キハ６０５ 

キハ６０５修復プロジェクト連絡先 ☛ 事務局 393-0751（川合） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E9%87%8D%E5%B7%A5%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E5%93%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/1959%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E8%87%A8%E6%B8%AF%E9%89%84%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%85%A7%E7%81%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9B%8D%E5%85%89%E7%81%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%A6%E9%81%8B%E8%BB%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4
http://furutetu.web.fc2.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%B1%8B%E5%8F%A3%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E7%94%B0%E5%B7%9D%E7%94%BA%E9%89%84%E9%81%93%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8F%E6%9C%A8%E9%A7%85
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毎週月曜日… カラオケ 

毎週火曜日… ＴＶボーリング 

毎週水曜日… 健康体操 

毎週木曜日… ビデオ体操・レクリエーション 

毎週金曜日… クロスワード 

その他、音楽療法・ミュージックベル・パステル画・紙

粘土細工・季節の工作・ボーリング大会・カラオケ・各

種クイズ・マッサージ・あきかん隊・お花見などのお出

かけも予定しています。 

 

TEL 058－391－1613 

FAX 058－393－1218（担当 相崎） 

E-mail deiai-kituneana@volavola.org 

で い あ い 
生活介護・就労継続支援 B型 

 

♡ ナースのひと言 ♡ 

「With コロナ」で大切なことは何ですか？ 

 それは・・・1.マスクをします。 

       2.手洗い・うがいをします。 

       3.睡眠をしっかりとります。 

       4.食事はしっかりとりましょう。 

       5.いつも笑って免疫力を高めましょう。 

 

 みなさん、毎日楽しく過ごしましょう！！ 

     

 

でいあいの壁画 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナの影響で羽島市のひまわり畑も中止になって

しまいました。 

 ということで、でいあいのひまわりをお楽しみくだ

さい(^_-)-☆ 

でいあいでは 2 ヶ月に 1 回利用者さんと一緒に 

楽しく絵を描いたり物を作ったりしています。 

羽島市立図書館に 10 月末まで展示しています。 

機会があればぜひ観に行ってください。 

mailto:deiai-kituneana@volavola.org


 

           ミュージックベル・音楽療法 

 

 月 2 回の音楽とともに過ごす会は、利用者の方の笑顔で始まります。 

 誕生月の方をお祝いしたり、季節の歌を歌ったり、いろいろな楽器 

に触れながら、音の世界を楽しんでいます。 

最近は歌に合わせて踊り出すなど、ほほえましい光景も見られます。 

＜新しい仲間＞   

新しくでいあいの仲間が加わり 

ました。 

 

                  M さん   O さん 

 

 

  

 

   ☺ 毎週土曜日、みんなで元気に活動中！☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜かみなり座＞  
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・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。 

お出かけは休止中です。 

 

土 曜 で い コーナー 

 

ベルマークを集めています。ご協力お願いします。（切り取ってなくてもかまいません） 

 

☆令和２年 7 月～9 月までの活動・・・ 

引き続きソーシャルデイスタンス等に留意し過ごしています。 

夏休みのある土曜日に羽島北高校の女子生徒さんが遊びに来 

て、みんなと一緒に過ごしました。キレ味の良いダンスで、 

みんなと楽しみました。「将来は福祉の仕事につきたい」と 

話すとびっきりの笑顔が印象的でした。(*^_^*) 

「また遊びに来てね～」「また来るよ～」とお別れしました。 

10月～12月の活動予定 

 

 

 

折り紙で作った風車・風鈴 

よろしく‼ 

コロナ禍のなかでも楽しく活動しています。昨年度よりメンバーも増え、ますます賑やかになり、活動中

も笑いが絶えません。コロナの影響で、例年のような外部公演の機会はなくなりましたが、クリスマス会

での発表に向けて、一生懸命練習しています。笑いヨガで発生練習をし、しりとりをして頭の体操をする

など、楽しみながら取り組むことでチームワークを高めています。 

今回はみんなで意見を出し合って、プログラムを新しく考え、内容 

も盛りだくさんになりました。かみなり座のテーマソングやメンバー 

のお気に入りの曲、前回大好評だった「パプリカ♪」などを歌ったり 

踊ったりしながら、毎回楽しく活動しています。 

 これからも、かみなり座の応援をよろしくお願いします。 
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 9月から毎週木曜日、社員さんはボランティアの大島さん(革工 

芸の職人さん）と一緒に革工芸に取り組んでいます。 

 今はタッセル型チャームを作成中です。大島さんは作業方法の 

説明はもちろん、社員さんができる工程を考えたり、作業しやす 

いように革をカットしたり準備をして下さっています。まだ始ま 

ったばかりで大島さんと作業したい社員さんが順番を待っていま 

す。 

 出来上がった商品は販売しますので楽しみにしていてください！ 

 内職のお仕事に、新しいお仕事が加わりました。100円ショップで売られている樹脂製ホックのお仕事

です。形を区別しそれぞれ決まった数を袋に入れる作業です。 

 このお話をいただいた時は、出来るかどうか不安がありましたが、やり方を工夫することで社員さん

たちならきっと出来るはず！！と思い、お受けすることにしました。ミスが起こりにくいように、もし

ミスがあっても、確実に見つけて直すことができるように、手順や道具を試行錯誤しながら準備し、い

よいよお仕事がスタートしました。 

 ミスを極力減らすためにルールもありますが、社員さんたちは良い緊張感をもってお仕事しています。

そして、納品準備が出来るとみんなで喜び合っています。 

 業者さんからは、納品数が多いことと仕上がりがきれいということで、お褒めの言葉をいただきまし

た。うれしいです(^^) お仕事ますます頑張ります！ 

★そろそろお芋のおいしい季節がやってきますね！今年も種子島から安納芋が届く予定です。 

１０月下旬頃から、焼き芋、生芋、干し芋など販売ができると思います。 

お楽しみに！！ 

★バリカムのブログ、更新しています！社員さんの作業の様子、木工製品、革製品など紹介して

います。「バリカム元気社の日記」で検索してくださいね (^^)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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) 

 

木工 

 バリカムでは木工の作業を始めました。 

 いつもお世話になっている企業様から木の廃材を頂いています。頂い

たままの形や木目を生かして、ドアストッパーやメモスタンド、ペン立

てなど一点物を作っています。 

 社員さんには材木をのこぎりで切る作業とヤスリがけの作業を中心に

行ってもらっています。ヤスリをかけすぎて形が変わってしまう事もあ

りますが、それもまた味があっていい感じです(^^) 

 ドライフラワーや革製品などを組み合わせた木工製品も作っていこう

と考えています！ 

 

ボランティアさんと革工芸 

 

 

 

 

新しいお仕事 頑張っています 

 

 

 

 

♪バリカムからのお知らせ♪ 

 

 

 

【家のメモスタンド】 

（ 絵ハガキを飾っても OK！） 
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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 9月に（有）海津化学ゴム様におさめたキャップは 248ｋｇ（106,640

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。 

ボラ協ニュース ～ボラ協のおもしろい話題をお届けします～ 

すでにご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、昨年度からボランティア協会では、農福連携の一環 

として、アイガモ農法で使用するアイガモを育てています。今回もヒナの状態で預かり、かみなり村西館

前にあるアイガモ小屋ですくすくと育ち、無事に巣立っていきました。残ったアイガモたちは、今もアイ

ガモ小屋で楽しく過ごし、毎日元気な姿を見せてくれています。 

時々、メス鳥が卵を産むのですが、先日産まれた卵に異変を発 

見しました！（右の写真をご覧ください。） 

アイガモの卵は一般的な鶏卵と同様、見た目は白くて小さい卵

なのですが、この日は、先端に突起がある不思議なかたちをして 

いました。かみなり村育ちだけあって、かみなりくんを連想させ 

る「角」のような突起がとても印象的で、思わず写真に収めてし 

まいました。いつもだったら、美味しく食してしまうところです 

が、今回ばかりはそのまま保存して「かみなり村遺産」にしよう 

と思っています。 

かみなりくんの角にそっくりです！ 



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。 

◇「新しい生活様式」

連日、コロナ関連の報道でこの状況に慣れてしまい、危機感などが薄れてきているのではないでしょうか。

全国緊急事態宣言解除以降、感染者数が解除前より倍以上全国で発生し、岐阜県でも第 2波非常事態宣言が

出ました。「新しい生活様式」の中で感染防止対策も日常として定着し、喜楽舎の支援も感染防止対策を行

っております。連日の猛暑の中、マスクを着用しての外出は熱中症の原因にもなるため、十分な注意が必要

ですが、今年の夏は密を避けて出かけられる場所がとても少ない上に、あまりの暑さに外出の回数も減りま

した。今はただコロナの終息を願うばかりです。 

◇リフト車のシートベルトについて

 車いすに乗ったまま乗車するにも車専用のシートベルトと固定ベルトを着用することが必要になりま

す。固定ベルトは、車の振動などで車いすが動いてしまわないように車いす自体を固定します。シートベル

トは、座席シートのように車いすに乗っている方自身のシートベルトになります。

車いすのシートベルトが正しくされていないと事故やケガのもとになります。今回は、正しい装着方法の

確認をしました。車いすの種類は、利用者さんによってサイズやタイプが異なるので注意して正しく装着し

安全に努めていきたいと思います。 

車いす利用者の正しいシートベルトの装着方法 

〇車いすが車体に固定されているのを確認する 

〇上体を起こし、深く腰かけて座ってもらう 

〇シートベルトは必ず、アームレストの下とスポークの間をとおす 

〇肩部ベルトは首にかかったり、肩からはずれないようにする 

〇腰部ベルトは必ず、腰骨のできるだけ低い位置に装着する 
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 喜楽舎 ＮＯ．６８ 

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

 （担当：林） 

E-mail ： kirakusha@volavola.org
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新型コロナウイルス感染症が収束するのを願いながら、障がい者生活支援センターきつねあなでは、 

引き続きコロナウイルス感染拡大防止に努め、相談業務を行っています。 

今年２月、「星に語りて～Starry Sky～」という映画を観ました。 

この映画は、きょうされん 40 周年記念映画として作られ、東日本大震災を背景に、災害で被災した 

障がい者と支援者たちの活動を描いた内容です。 

災害時、避難を余儀なくされたにも関わらず、避難できずに取り残されている障がい者がいて、支援 

活動を始めようとした障がい者団体が、避難所に障がい者がいない現状を知ったり、障がい者の安否確認

をしようとした作業所のスタッフが、個人情報保護を理由に行政から情報を開示してもらえなかったり

と、直面した様々な問題を知り、考えさせられました。  

災害はいつどこで起こるかわかりません。 

災害が起きた時、自分がどう動くか、何を知って 

おかないといけないのか…。 

できれば多くの方に観ていただき、みんなで考え 

ていくきっかけになればいいのではないかと思いま 

した。 

コロナの影響で、場所や人数に制限はありますが、上映を予定されている地域もあるようですので、

興味のあるかたはチェックしてくださいね。 

みなさんは、災害に備えて対策されていますか？ ご家庭で話し合って決めておくと良いと思います。 

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

新しいスタッフの紹介 ～よろしくお願いします～ 

・山田 朋子さん  所属：コンテナ ・吉井 輝子さん  所属：でいあい 
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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拡大防止のため、今年の夏は水あそびに変わってシャボン玉あそびをしま

した。道具を見ただけでシャボン玉と分かり、待ち切れない子も、初めて見る道具にそれほど興味を示

さない子も。風に舞うシャボン玉を必死につかまえようとしたり、次から次へと壊したり、また自分で

シャボン玉を作ろうと道具を手に奮闘したりと楽しみ方は様々です。元気いっぱい遊んだあとは手洗

いです。子どもたちは水あそびの延長のような手洗いが大好き。ハンドソープをつけてゴシゴシと洗っ

ていきます。大人にとっては義務のような手洗いも、子どもたちにとっては楽しいあそびのひとつ。こ

れからも引き続きコロナ対策を心掛け安全に楽しく活動できる場所にしたいと思います。 

新型コロナウイルス拡大防止対策のため、お出掛けできない 

中でも子どもたちは元気いっぱいです。レゴブロックやソフト 

ブロックを使って、車や電車など時間を忘れて作っています。 

お片付けの時間には崩してしまうのがもったいないぐらいです 

が、明日も作るよ！と楽しそうに話してくれます。 

また段ボールや折り紙、色紙を使って、穴を開けたり、テー 

プで貼り合わせたりして工作を楽しむ子たちもいます。スタッ 

フが思いつかないようなアイデアを出し合いながらキッチンや

掃除道具、ちょっとした手作りおもちゃなども作りました。 

みんなで作ると、同じ達成感を一緒に味わえたり、遊びの幅が広がったりなど、子どもたちにとって

有意義な時間となっています。日々改良を重ねていく作品の数々は、スタッフにとっても楽しみのひと

つになっています。 

暑い夏は庭で遊ぶ時間も限られてしまいますが、塗り絵ファ 

イルを作成し、ディズニーや妖怪ウォッチなどの様々な塗り絵

を用意すると、子どもたちはとても集中して取り組んでくれま 

した。特に、鬼滅の刃の塗り絵は大人気です。完成するとお友 

だち同士で見せ合い、感想を一生懸命伝えようとする姿もあり 

ました。塗り絵を続けていくうちに段々と線からはみ出さずに 

塗れるようになる子や、もっと細かく難しい塗り絵をやってみ 

たい！と要望を伝えてくれる子などもいて、各々の成長を感じ 

られる瞬間がとても嬉しいです。自信作が出来上がると飾って下さい！とお願いをしにくるの

で、かみなりくんの壁は日に日に賑やかになり、今ではまるで美術館のようです。 
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子育てひろば 

かみなりくん 

 

 

 

 

 

自由あそびでは、おままごとセットやプラレール等で楽しく遊 

ぶ親子の姿が見られます。トレイにおままごとセットのハンバー 

グやソーセージを並べ、「はいどうぞ！」と母親に差し出す姿は、 

とても微笑ましいです。 

みんなが触るおもちゃは感染リスクを減らすため、こまめに消 

毒を行っています。みんなが安心して楽しく遊べる「子育てひろ

ば」でありたいと思います。 

 

 

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。 

 

 

 

「子育てひろばかみなりくん」では、引き続き自由あそびのみを予定しております。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。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

月 利用組数 障がい児親子 

6月 67組 52組 

7月 52組 30組 

8月 34組 20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。 

実施日時：毎月第１金曜日 10時～12時 

※利用は無料です。お気軽にお越しください。 
地域子育て支援拠点支援事業 

★おもちゃ図書館 かみなりくん 

☆自由あそびの時間 

 

 

 

かわいいカラフルなマカロンが完成間近です。 

フェルトでできているとは思えないほどです。 

遊べる日がとても楽しみです。 

★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。 

8月 10日にすいか割りをしました。目隠しは布マスクでという 

ところが今年らしいです。（一人一枚ずつ、洗って各自で使用して 

もらっています。）周りからのアドバイスを聞きながら割るのです 

が、すいかに当たらなかったり、せっかく当たってもすいかが硬 

くてなかなか割れなかったりと悪戦苦闘。ようやく割れたすいか 

はみんなでおいしくいただきました。   

また、8月 14日には花火をしました。手持ち花火に慣れていない方もいて、最初は恐る恐るといった 

雰囲気でしたが、慣れてくると「これやりたい」「色が変わった」と楽しそうな声が聞こえていました。

最後に、噴き出し花火にスタッフが火を点けると、手持ち花火を持つことが難しい方も一緒になって眺

めていました。 

手指の消毒、ソーシャルディスタンスに気を付けながらの活動は、例年通りではないですが、夏らし

いひと時を過ごせたかなと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

★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」では、毎年開催されている『提供会員養成講座』を 11月

頃に岐南エリアの会場で開講の予定でしたが、今年度については新型コロナウイルスの流行のため開催

を中止することと致しました。 

受講をお待ちいただいていた方々や、ご興味を持っていただいた方には大変ご迷惑をおかけいたし

ますが、来年度、開催が可能な状況になりましたら、今年度予定しておりました岐南エリアで行いたい

と思っております。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。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

★はしま広域ファミリー・サポート・センター 
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月曜   … ヒップホップダンス 

木曜   … ウォーキング 

第２金曜 … 音楽療法      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっくるの畑で収穫した野菜や、野菜を使った加工品が 

みなさんの手元に届くまで、北館のみんなもお手伝いし 

ています。 

トウモロコシの皮むきや青しそジュースを作るために葉

っぱを取ったり、かぼちゃコロッケ用に種やワタを取っ

たりといろいろな作業がありますが、コツコツと手を動

かしています。 

室内でも自然のものに触れることができ、ふだん料理と

は縁遠い男性たちがほんのちょっと調理も経験できる、

ゆったりとした素敵な雰囲気の時間です。 

 

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 

お盆期間中はお仕事をお休みして、

スイカ割り、カレーやデザート作りなどのレクリエーションを楽

しみました。 

フルーツポンチは、スイカの種を取ったり、果物を小さく切った

りとみんなで協力して作りました。器にするスイカの皮を包丁で

ギザギザにカットするＴさんとＫさん、初めてとは思えないほど

手際がよく、まさに職人技でした！カラフルで涼しげなフルーツ

ポンチはインスタ映えする出来栄えで、その日のおやつにみんな

でおいしくいただきました♪ 

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。 

野菜作業  

お盆のレクリエーション 

野菜や商品を入れる

手さげ袋も手作りし

ています(^^) 



  

 

 

 

 

４月にスタートしたコンテナのアオキです！新しい環境にも慣れて、徐々にコンテナのアオキに通うこ

とを当然のことに思ってくれるようになってきました！違和感なく生活の一部になるよう、また楽しく活

動できるようなそんなコンテナのアオキになっていきたいです！今回はコンテナのアオキで「コンテナ」

がどのように使われているか、どのように過ごしているか、時間割も含めて簡単に紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的にこのような時間割で活動していますが、利用者さんの体調等に合わせ、集団活動を意識しなが

らも可能な限り個別に対応しています。活動目標でもある「安定した日中活動を、楽しい日中活動を」を

実現するため、柔軟な対応を心がけています。周りからの音が嫌な時、一人になって落ち着いた時間を過

ごしたい時など、このコンテナは大活躍しています！朝の会、時間ごとの区切りには１０分間の休憩、帰

りの会、最後に掃除を行いますが、これらの時間や運動の時間は真ん中にあるホールでみんなが一緒に

なって活動することが多いです。実際の写真を交えてコンテナ（多目的室）の様子を一部お伝えします。 

  ＜休憩時間のリラックスルーム＞   ＜個室でゆっくりと＞       ＜作業部屋の様子＞ 

                      

曜日 １ ２  ３ ４ 

月 リサイクル 作業 昼食 作業 作業 

火 音楽 作業 作業 運動 

水 作業 作業 作業 音楽 

木 作業 作業 作業 or ノルディックウォーク 作業 or ノルディックウォーク 

金 作業 運動 作業 作業 

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 

 

Email： 

 

販売所 

ホール ホール 

事務室 

多目的室 

多目的室 多目的室 

多目的室 多目的室 厨 房 食 堂 多目的室 

多目的室 

相談室 

玄 関 玄 関 倉 庫 

13 



            

 

 

  

【もっくる夏の大移動】 

今年も暑い夏でしたね。もっくる

の作業場はエアコンがないため、夏の間は西館やふくふく、

もっくるの事務所に出向き、間借りをして作業を行っていま

す。 

もっくるでは午前のまだ涼しい時間帯に糸ノコなどの機械

を使った作業をして、午後の暑い時間はエアコンのある事務

所で磨きの作業と、場所を上手く活用しながら作業をしてい

ます。畑作業も夏の間は 1時間前倒しにして早めに収穫作業

を終え、日中は納屋での袋詰め作業などで暑さをしのいでい

ます。 

ふくふくと西館では普段もっくるでは行っていないボタンの

袋詰め等の内職の仕事を中心に作業をしました。利用者さんはいつもと違う環境で楽しんでいられる方や、

いつものもっくるメンバーに会えず少し寂しそうにされている方がいましたが、みなさん頑張って作業に

取り組んでいました。 

【真夏の畑】  

今年の夏は長雨の後の猛暑だったため、野菜にとっては大打

撃な季節でした。どこのスーパーにいっても野菜は高値。自

然の厳しさを再認識させられました。 

しかし本舗の畑は色々と好調だったようで、特に茄子は良く

育ち、豊作でした。 

これからは冬野菜の準備に入ります。にんにく、大根、白菜、

キャベツ、ブロッコリー、ホウレンソウ、小松菜など。今年

は畑が大きくなった分、たくさん育てることができます。 

本舗の野菜は主に月曜、水曜、金曜に北館で販売しています。

是非お買い求めください。 

 

 

【エコバッグ】 

今ふくふくでは、

レジ袋廃止に伴いエコバックを製作してい

ます。 

ふくふくの利用者さんがとても丁寧に、ミ

シンで縫ってくれます。 

もっくるで作った「木のボタン」や、生活

介護の利用者さんがはた織り機で織った

「織り」を使って仕上げています。 大きさは 3種類 丁寧に縫っています 

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 

草抜きも大事な仕事 

慣れた手つきで内職頑張っています 
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みんなの手がいっぱい関わった素敵な商品になっています。 

「かみなり村北館」や「コンテナのアオキ」で販売していますので、お時間がありましたら覗きに来て下

さいね。 

お待ちしていまーす(*^▽^*) 

 

  

【園芸まめ知識 第二回】   

 「野菜のプランター・鉢植え栽培」 

 鉢等に土を入れるときは、水はけが良くなるように鉢底に、ネットや赤玉土、

鹿沼土・軽石等を適量入れてやります。土の量は鉢によって異なりますが上縁より２～３ｃｍ低くしてウォ

ータープール（水の溜まり場）を確保します。 

「水やり」 

 苗を植えたら、最初の水やりは如雨露（じょうろ）で鉢底

から水が出るまでやります。（初めは濁った水が出てきます

ので、ある程度綺麗な水になるまでやって下さい。）濁った

水は土の細かい粒子なので、鉢底に溜まると水はけが悪く

なってしまいます。（ホースなどから、強い水やりをすると、

土壌の粒子が壊れいつまでも濁った水になります）普段の

水やりは、光合成の一番旺盛な時間が午前 10時前後（季節

によって異なる）ですので、その前の早朝にあげると生育が

良くなります。水の量は、プランターの底から水が流れ出る

までやりましょう。プランターの土の中は植物の根や微生物の呼吸によって二酸化炭素ＣＯ²が多くなり酸

素０²不足になりやすいので、水を多くあげる事によって、底から酸素の少なくなった水と一緒に土の中の

ＣＯ²も一緒に外に出してやります。すると上から新しい水や空気を送り込んでくれます。表面の土壌は、

光や水、風などで風化し水や空気の浸透が悪くなるので、籾殻や干し草（干し草は雑草を良く天日干しして

下さい）を敷いておくと、土壌の風化や、乾燥を防ぎ微生物の繁殖も多くなる、また土の跳ね返りが少ない

ので、野菜の病気予防にもなります。水の浸透が悪くなったら、割りばしみたいな細い棒で穴をあけてやる

と良いでしょう。夏季は夕方にも、水をやると、土の温度が下がり、夜間の植物の呼吸量が少なくなるので、

昼間に光合成で作られた糖分を多く残すことができるので、野菜の生長や糖度が良くなります。冬季は土壌

凍結などが起きやすいので、夕方の水やりは控えましょう。 

 鉢植えの植物は、鉢やプランターの縁に沿って伸びるので、肥料は鉢の一番縁の方にあげて下さい。 

 

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時まで営業。 

【期間限定 合鴨ロースの燻製】  

テイクアウトできます。本当に美味しいですよ！ 

1パック 500円～   是非ご賞味ください。 

【黒ニンニク販売しています】 

今年も出来ました。 お値打ちに提供しています。  

黒ニンニクパワーで元気に過ごしましょう！ 

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 

「じょうろ」じつはポルトガル語！？ 
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 この夏はチャレンジの夏でした。 

 

就カツ中高校 3年生：「自立や自己決定って難しい」 

高校 2年生：「ヤバい、来年自分も👆こうなるんだぁ」 

小学生 2名：初めての高山旅行と温泉、鍾乳洞体験 

幼稚園児：「おじいちゃん家に外泊中、避難勧告のため車内泊」 

 

 コロナ禍で自由が利かない毎日、少しでも楽しんでいこう！ 

👆ウキウキ散歩のゴンタくん 

    (いつも楽しそう) 

＊ゴロゴロくんに寄付をいただいた方＊（R2年 7月～） 

＜寄付品＞（順不同） 

ひるたん, ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙおじさん,  

ご近所の方々，その他匿名多数 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NO.15 

 

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) 

知能線が波打っているあなたは、周りの人の幸せのために努力できる、 

とっても優しい人❤ 

 
 Vol. 19 

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、OhanaのＹさんの両手に発見しました。現在は「信頼と援助」が 

テーマになる運気！才能を活かし、皆と協力し合って楽しくお仕事して下さいね❤ 

『ディズニー 

 ランド線」 

周りの人の笑顔を引き出すために、楽しいことや 

面白いことを企画・実行できる才能があります。 

人を楽しませる引き出しがとても多い、まるで 

「ディズニーランド」のような魅力がありますよ！ 

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― 

 

5 年目の旅立ち 

2020年 7月 31日(金)Ｔさん。介護職に就きながら高校へ進学し卒業。卒業と共に Ohanaの家から旅

立った。現在は来年 1月にある介護福祉士の国家試験へ向けて猛勉強中である。 

これまで文化センターで行われた、介護実践発表会でも、最年少で堂々と事例発表をするなど、仕事で

も信頼を勝ち取り、仕事に誇りを持っていたＴさん。そんな中である日、仕事先で調理中に包丁で指を

切ってしまった時のこと。 

 職場の人手が足りないというので Ohanaの職員が病院へ連れて行くことになった。整形外科の治療を

終え、「今日はゆっくり安静にしてください」とドクターに言われ、帰宅しようと彼女を車に乗せ走ら

せると、「味岡さん、私、仕事に戻るから職場まで送って！」と当然のように言った。「私が戻らないと、

今働いているＡさんが家に帰れないから。左手が使えなくても、見守りとかの仕事はできるから送っ

て！大丈夫、無理はしないから。」と。当時 19歳だった彼女に私は悟されるかのように言われた。 

 この 5年間、親から見放されていた彼女は、実家から車で 20分の場所にアパートを借りた。父親も

母親も「ここまで成長するとは、夢にも思わなかった。ありがとうございます。」と涙を流しながらお

礼を言ってくれた。 

Ohanaの家が始まって以来、最も長く在籍した子。きっとこれから先も、この 5

年間で身に着けた自信に満ち溢れた姿を見せてくれるだろうと期待している。 

 

 

スタッフでミーティング 

 Ohanaの家では毎週木曜日 13:00からミーティングを行っている。以前は 1時間

半～2時間かかっていたミーティングも、コロナで 3密を避けるためもあり、今では 1時間の短縮ミー

ティングとなった。それでも場所的にソーシャルディスタンスは難しい。そんな時、子ども相談センタ

ーからフェイスシールドをたくさん頂いた。スタッフそれぞれが自分用に組み立て、名前を書き、7月

16日(木)初めてのフェイスシールドを利用してのミーティングとなった。これがなかなか画期的で、

頭にもフィットし、軽くて、水分補給もできる。フェイスシールドはどんどん進化している。 

みなさんもぜひ、試してみてはいかがでしょうか？ 

 

自立援助ホーム

ホーム長 安田 

お  は  な 
№31 
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橋本総合建築様に 1人の若者が就職しました。 

また夏休みを利用して、児童養護施設の若者が 

社会福祉法人杉和会さま、日本架設さまにて、 

職業体験しました。 

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さ

せていただいています。生活に必要なもの（洗濯機や冷蔵庫、コンロや掃除機…その他の生活に係る日用

品など）で使っていないものがあれば、是非ご連絡ください。お待ちしております。 

Lalaの部屋 

ＨＰ 

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

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 

現在、居住支援法人の活動説明の為、県内の各圏域の児童相談所を訪問しております。未成年の若者や

ひとり親家庭、障がいある方の住宅確保サポートをしています。 

居住支援法人の活動として、協力不動産会社である岐阜チンタイ管理事務 

所さまに、2件の入居についてご協力いただきました。 

入居に至るまで、様々な配慮をして頂きました。 

 

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。秋の虫の声が賑やかになり、

朝晩は涼しい風を感じられるようになりましたね。 

さて、9 月は防災月間として、夜間水害を想定した避難訓練を実施し

ました。6 分間で避難終了しました。入居者の方には、懐中電灯と何か

一つ貴重品の持ち出しをお願いしましたが、リュックの中身はおもちゃ・

大好きなアイドルの CDなど、みんな様々でした（笑） 

 
また、9 月中旬には少人数に分かれて喫茶店のモー

ニングに行ってきました。厚切りのバタートーストやフレ

ンチトースト美味しいねと喜ぶ声が聞こえてきました。 

 

 今後もコロナ対策をとりながら、色々なイベントを行

っていきたいと思います。 

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 

 

 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 

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 
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2020年 6月 24 日～2020年 9月 23日まで 

 

喫茶いなほ 

吉田接骨院 

レストラン童夢 

スノーヴァ羽島 

コスモスポーツクラブ羽島 

コスモボウル羽島 

こんがり家 

ギャラリーみのり 

美容室ル・レーブ 

居酒屋 ふるさと 

マリオン 羽島インター北店 

（羽島市竹鼻町） 

（羽島市竹鼻町） 

（羽島市小熊町） 

（羽島市福寿町） 

（羽島市福寿町） 

（羽島市福寿町） 

（羽島市舟橋町） 

（羽島市足近町） 

（羽島市正木町） 

（羽島市小熊町） 

（羽島市舟橋町） 

ヘアーブティックゼッピン 

喫茶 ブルームーン 

コメダ珈琲コスモスポーツプラザ店 

むねちゃんラーメン本店 

むねちゃんラーメン神戸店 

がってんむねちゃん 

広瀬歯科医院 

美容室 スタイルボックス 

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  http://www.volavola.org Ｅmail info@volavola.org 

ご寄付をいただいたお店紹介 

みなさまからの温かい浄財は行き場のない子どもの立ち直り支援や生活困窮者支援など法律・制度 

では補えない活動に活用させて頂いております。 

社福寄付金 匿名 1名 

 

 

 
ＮＰＯ賛助会費 羽島高速鉄道高架㈱ 

 昭和建設㈱ ㈱文溪堂 ㈱SANKO 

ご寄付ありがとうございました 

ＮＰＯ寄付金 

丹羽泉 味岡和子 石原美容室 ㈲本荘塗装 空天丼 

山田耕司 奥口みや子 竹中智子 佐藤ケイ子 淺野滿 

渡部洋子 吉川美知子 一宮きょうこ・ときな 

広告協賛 

㈱SANKO 龍栄堂・山口表具店 

行 事 予 定 2020.12 月～2021.1 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 今井田たきゑ 岩田幸枝 匿名 2名 

 

社福寄付品 

太田岩雄・小椋井香保 木戸脇通夫 

（順不同・敬称略） 12 月 6日（日）かみなりマーケット（予定） 

   19日（土）研修会「地域とつなぐ②」（予定） 

2021 年 

1 月 11日（月・祝）新春のつどい（予定） 

【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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