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     　平成２７年１月２５日発行

だよりかに

日　時：3月 3日（火）、17日（火）　13：30 ～ 15：30
場　所：かにNPOセンター
講　師：田島宏美さん（田島会計事務所）
受講料：500 円 / 回

日　時：2月 14 日（土）
場　所：かにNPOセンター
ファシリテーター：後藤佳美さん
参加無料

子育て応援フェスタ開催日
　6月 14 日（日）10：00 ～ 15：00
　可児市福祉センター

　現在活動している多くの団体が期末となる 3 月、決算と報告の時期を迎えます。この講座では、日々
の会計を集計し決算書の作成まで行います。また、「何を書いていいかわからない」という声の多い『注
記』についても解説します。NPO 法人会計基準を中心に行いますが、助成金の決算・報告に悩む任意
団体の方にもお薦めです。

　平成 26 年度最後のワールドカフェになります！今まで参加された方も、まだ参加したことない方も、
お待ちしています！　事前にテーマを決めておくのもいいのですが、1 月のように当日のお楽しみとい
のも、意外な方との出会いがあっていいかもしれません。新たな出会いを楽しみにお越しください。

　年々ご来場者が増え参加団体も増えていて会場が狭くなりつつありますが、今年もやります！！
事前準備だけ、当日だけ、アイデアだけ、どんな形態での参加でも大丈夫です。一緒に楽しいことをし
たい方募集中です。よろしくお願いいたします。

会計講座～決算・報告編

ワールドカフェ　2月

子育て応援フェスタ　ボランティア募集



終わりました！

　1 月のテーマは、『女子力・男子力』
今回は参加申込みをされた方を見てからテーマを決めてみました。事前にテーマを知っていたら参加し
ようとは思わなかった方、逆にテーマを知っていたら参加したという方があったかもしれません。ただ、
参加する前の「構え」のような気持ちが全くない分、思わぬ出会いや意外な話の展開があったように思
います。いつもに増して拡がりと想定外の化学反応が起こった場になりました。

【参加者の感想・キーワード】
・明日からの元気を生み出せた
・安心
・公私融合
・楽しむ力、人間力、共感力
・男子力・女子力時代の流れで変わっていくモノ
・健康でいたい
・思いの伝承、結ぶ力
・楽しむ気持ちを持ち続ける
・新しい出会いがあった

ワールドカフェ　1月
1月 24日（土）13：30 ～
かにNPOセンター

　今年度、毎月のように開催してきたワールドカフェで
すが、参加者の方は毎回楽しみにして下さる方がある一
方で、モヤモヤが残って苦手という方も存在します。会
議ではないので結論を出しませんから、何らかの結果を
期待すると「モヤモヤ」が残ってしまいます。また、時
間を制限して行いますので、話し足りない「モヤモヤ」
もあるかもしれません。そのため、ワールドカフェの時
間が終わった後の、「場外カフェ」につながる場合も多
くあります。
　---------------------------------------------------------------------------
　『ワールドカフェとは、Juanita Brown（アニータ・ブ
ラウン）氏と David Isaacs（デイビッド・アイザックス）
氏によって、1995 年に開発・提唱されました。
当時二人が、知的資本経営に関するリーダーを自宅に招
いた話し合いの場において、ゲストがリラックスして
オープンに生成的な話し合いを行えるように、様々な工
夫を凝らした空間で話し合いを行った結果、創造性に富
んだダイアローグを行うことができたことが始まりとな
ります。 
　その後、想像できないほど多くの知識や洞察が生まれ
たことに感銘を受けた二人が、その経験から主体性と創
造性を高める話し合いのエッセンスを抽出してまとめた
のがワールド・カフェです。「知識や知恵は、機能的な
会議室の中で生まれるのではなく、人々がオープンに会
話を行い、自由にネットワークを築くことのできる『カ
フェ』のような空間でこそ創発される」という考えに基

づいた話し合いの手法です。』（WORLD CAFE.NET より
http://world-cafe.net/effect.html）
   ---------------------------------------------------------------------------
　このように、無理に結論や結果を出すことに最初から
こだわらず、話し合いの質やプロセスに気を配り、参加
者同士の関係の質を向上させる話し合いの手法を「ホー
ルシステムアプローチ」と呼び、ワールドカフェの他に
も、OST、フィーチャーサーチ、AI などがあります。
　その中でもワールドカフェは、①話しやすさ②発言の
機会の増加③参加者全員の意見が見える④参加者意識が
高まる⑤人がつながる等の理由で、多様な人が集まる市
民参加の場では、参加しやすい手法だと考えています。
　今後もワールドカフェ等、様々な手法により出会い、
語り、つながり、学び合う」「場」づくりを進めていく
つもりです。お気軽にご参加ください。



助成金情報

 新 着 図 書

ガバナンス１月号～これからの地方自治を創る実務情報誌
『知がめぐり、人がつながる場のデザイン』　中原　淳著

　( 株 ) ぎょうせい
　英治出版

目的
緑化や自然体験などの環境学習活動の実践を通じて、自
然環境の保全と改善について地域の子供たちの意識向上
を図ることを目的とする。
内容
(1) 助成対象者 
助成対象者は、日本国内の保育園、幼稚園、小学校、お
よび子供会、町内会等の地域活動団体（助成事業を行う
公益法人を除く）。

子供たちの環境学習活動に対する助成事業
（公財）高原環境振興財団

全互協第 16回社会貢献基金助成
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会

対象事業
申請者が小学生以下の子供を対象に行う、緑化や自然体
験などの環境保全に関する体験・学習活動。
助成額　50 万円（上限）
募集期間　平成 27 年 2 月 1 日～ 5 月 22 日
問合せ　〒 108-0074　東京都港区高輪 3-25-27-1301
　　　　Tel：03-3449-8684　Fax：03-3449-2625
　　　　E-mail：mail@takahara-env.or.jp
　http://takahara-env.or.jp/bosyu/02_env_study.html

目的
この基金は、地域の種々の災害の救済、社会福祉事業、
環境保全事業、国際協力など社会貢献活動を行う各種団
体等への助成、並びに社会貢献に資する調査・研究を目
的とした事業に対する助成を行い、以て日本の生活文化
と地域社会の発展に寄与することを目的としています。

募集期間　平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 2 月末日
対象事業
(1) 研究助成事業　次のテーマの趣旨に合致する活動

テーマ「婚礼（結婚式）、葬儀（お葬式）など儀式文
化の調査研究」

(2) 高齢者福祉事業
心身の機能が低下した高齢者などを対象に、一般的な
在宅福祉対策で対応困難な分野や従来の施策等では十
分福祉の推進が図られていない分野での支援活動。ま
たは、ニーズの高さ等地域の実情に照らし必要と認め
られる高齢者の自己実現・自己表現を図るための支援
活動や福祉活動。

(3) 障害者福祉事業
重複障害、難病に起因する障害を持った障害児・者を
対象に、一般的な在宅福祉対策では対応困難な分野や
従来の諸施策等では十分福祉の推進が図られていない
分野での支援活動。または、ニーズの高さ等地域の実
情に照らし必要と認められる障害児・者の自己表現・
自己実現を図るための支援活動や福祉活動。

(4) 児童福祉事業
保護者等が死亡又は著しい後遺障害のため働けなく
なった家庭の児童、引きこもり、不登校の児童を対象
とした支援・慰問活動、その他児童の健全育成等に関
するボランティア活動。

(5) 環境・文化財保全事業
日本国内における植林、野生生物保護、公害防止等の
活動、地域の住民の参加を経て行う文化財保護活動、
リサイクル活動その他地域住民にとって重要な意義を
有する実践活動。

(6) 国際協力・交流事業
開発途上地域、紛争地、被災地における、医療活動、
食料・物資援助、教材・学校建設など人材育成を目的
とした国際協力・支援活動。国際交流を目的とする（懇
親会・パーティー等は対象となりません。）
助成額　200 万円（上限）
　　　　　（但し研究助成事業においては 100 万円）
問合せ　〒 105-0004 東京都港区新橋 1-18-16
　　　 　日本生命新橋ビル 9F
　　　　一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
　　　　社会貢献基金 運営事務局
　Tel：03-3596-0061（メールでのお問い合わせ不可）
　http://www.zengokyo.or.jp/index.html



　

　

　

示示 板板掲掲

　　　　　　　　　　　　　　　発行・編集
かにＮＰＯセンター　Tel：（0574）60 － 1222　Fax：（0574）60 － 1250
　〒 509-0203　岐阜県可児市下恵土 5166-1　可児市総合会館分室内
　【利用時間】9：30 ～ 17：30（年中無休）　　HP：http://www.kani-npo.gr.jp
　e-mail ：knc@kani-npo.gr.jp       facebook：http://www.facebook.com/kaninpo

★★  編集後記  ★★

【お知らせ】

　かにＮＰＯセンターでは、Facebook でさまざまな情報を発信しています。　
　　講座・イベントのご案内・市民活動のようすなどを随時掲載しております。是非ご覧ください。
　　　　Facebook ページ：http://www/facebook.com/kaninpo

　久しぶりのワールドカフェでした！（秋は行事が多くてカフェをお休みしてました）テーマの『女子力』にしば
し無言・・・。う～ん、私、女子力ないなぁ。もしかしたら男子力の方が自信あるかも…、なんて個人的事情はと
もかく、人によってとても考え方に違いがあると痛感した今回のテーマ。同じテーマで、場を変え、人を変え、何
回も語りたいテーマだと思いました。みなさんの女子力・男子力はいかが？　　　　　　　　　　　　　　　(Y)

このコーナーでは、広報紙同封情報送付シートでお寄せいただいた各団体からの情報を掲載していきます。
また、ホームページ上の「市民活動カレンダー」にも掲載します。　皆様からの情報をお待ちしています！

初心者コース 中級コース

ワードの基礎的な作業です。名刺だけでなく、宛名ラベルやお子さんの名前シールなどにも
応用できると思います。３年ほど前に行った講座ですが、今回は少しだけ方法を変えて作成
します。

　いま、シルバー世代の間で、健康麻雀が注目されています。健康麻雀
は『酒を飲まない、タバコを吸わない、お金を賭けない』を決まりとし
ます。特別な牌を使用し、2 人 1 組のチーム制など、特別なルールで、
健康第一が目的の麻雀です。
　この度、初級講座を開設するにあたり、無料体験の機会を設けますの
で、皆さんの多数のご参加をお待ちしています！！

◆◆　パソコンを楽しもう講座　◆◆

◆◆　パソコン体験講座～カラフルな名刺づくり　◆◆

◆◆　健康まぁ～じゃん　無料体験してみませんか？　◆◆

【主催・問合せ】　ＩＴ寺子屋　Tel：64-0393（大野）61-2858（水野）

【主催・問合せ】　かにぱそこんくらぶ　Tel：090-7304-4532（伊東）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　080-6945-3880（谷中）

【主催・問合せ】　介護ぷらとほーむ・ひだまり日記　Tel：080-1557-8802（仁木）

日　時：２月１０日（火）10：00～ 15：00
場　所：川合公民館
資料代：500 円

月　日：2月 10日（火）、24日（火）
時　間：10：00～ 12：00
場　所：帷子公民館
受講料：1000 円

月　日：2月 10日（火）、24日（火）
時　間：13：00～ 15：00
場　所：帷子公民館
受講料：1000 円


