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     　平成２７年５月２５日発行

だよりかに

日　時：7月 11 日（土）13：00 ～ 15：00
場　所：広見公民館ゆとりピア
講　師：教育文化財課　　　　　　　申込み開始：6月 20 日～

日　時：6月 14 日（日）10：00 ～ 15：00
場　所：可児市福祉センター

日　時：6月 6日（土）：13：30 ～ 16：00
場　所：かにNPOセンター

今月のテーマ・・・
　　安心して暮らせる地域

今年のテーマは ”手 ”　
　　　～出会い、つながりが新しい何かを生み出し別の形へと結ばれていく、そんな想いを込めて～

大人の癒しに
　・整体・エステ・セラピー・冷え取り
　・名前鑑定・お片付け・占い　など

買う
　・手作り小物・雑貨・お菓子・フリマ
　・野菜・苗・布ナプキン・古代米　など

子どもが遊べる
　・工作ラリー・スタンプラリー
　・読み聞かせ・手形アート
　・バルーン・工作　など

体験
　・クラフト・缶バッジ・ベビマ
　・一期一会（ギター）・バランスボール
　・ライブペイント・押し花で工作

ステージ
　・小学生バンド・キッズダンス
　・バランスボール
　・クイズ　など

食べる
　・パン・飲み物・チョコバナナ
　・ピザ・ブラジルのパン
　・ケバブサンド・わた菓子　など

その他
　・オレンジリボンライダー
　・おもちゃ病院　

　可児市に住んでいても知らない事が意外に多いものです。自分が住んでいる地域のことをもっとよく知
るために、夏休みに親子で可児のことを学ぶ講座を開催します。
　第 1 回目は薬王寺。可児市にはたくさんの古い仏像が残っています。なかでも東帷子薬王寺にはたく
さんの平安仏が安置されています。講座では、薬王寺の歴史と仏さまに関する基本的なことを映像を交え
て学びます。

　お気に入りの喫茶店で、コーヒーを飲みながらおしゃべりを楽しむ。いつのまにか、話がはずんで気が
ついたら日頃の想いを話し込んでいた。そんな経験はありませんか？ワールドカフェはそんな場です。地
域のことをあれこれ話せるお気に入りの場の 1 つになれれば嬉しいです。

子育て応援フェスタ

親子で学ぶ可児の歴史①～薬王寺の仏さま～

ワールドカフェ



終わりました！

　可児市一流に出会う日事業として『明日が変わる～音楽と笑顔の力』を開催しました。講師のアマデ
ウス大西さんは、奈良県でアマデウス音楽院付属笑学校を開校されており、ピアノ＆トークのステージ
を全国で展開中。「お笑いピアニスト」と検索するとトップに出てくるというだけあって、お笑い芸人
のような軽妙なトークと軽やかなピアノの演奏で、時間を忘れて楽しいひと時を過ごしました。

　平成 27 年度可児市まちづくり活動助成金企画発表会が行われました。今年度は、今まで申請したこ
とのない新しい団体が多く応募されました。審査の結果下記の 7 団体が平成 27 年度まちづくり活動助
成事業として決定しました。

　ステージは、トークの合間にピアノの演奏が入る独特
の構成で、途中みんなで歌おうのコーナーでは、会場に
ステージで歌ってくれる人を呼びかけました。突然の呼
びかけに応じてステージに上がってくれたのは、司会
を担当していた川合未紗さん。ところ
が、話の展開から会場に来られていた
川合さんのご主人も登場してもらうこ
とになり、大西さんのお鈴に誘われる
ように登場したご主人は、なんと僧侶
姿。これには大西さんも会場もビック
リ！まるで打合せをしてあったかのよ
うな、偶然の出来事でした。

「副作用のない音楽と笑いは、人生百年を元気に幸せに
生きる最高の常備薬」（アマデウス大西）の言葉通り、
最後まで笑顔で満たされたステージでした。

　　団体名　　　
① NPO 法人ぎふ多胎ネット　・・・・・・・・
②パペット・サークル『かに座』　・・・・・・
③ハッピースタイルネット　・・・・・・・・
④可児 CON 実行委員会 2015　・・・・・・・
⑤縁塾　・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑥一般社団法人可児青年会議所　・・・・・・
⑦ホタルプロジェクト可児実行委員会　・・・

　　事業名　　　
かにママふたごちゃんみつごちゃん子育て教室事業

「可児のむかし話」の影絵劇化及び影絵広報事業
子どもが作る「弁当の日」
可児 CON2015
共助再生プロジェクト
親子で週末アドベンチャー　IN　犬山キャンプ場
ホタルプロジェクト可児 2015

可児市一流の日事業
明日が変わる～音楽と笑顔の力～

可児市まちづくり活動助成金
　　　　　企画発表会

５月 16日（土）14：00 ～ 15：30
可児市文化創造センター　宇宙のホール

５月 23日（土）13：00 ～ 15：00
可児市総合会館分室　大会議室



助成金情報

 新 着 図 書

ガバナンス　5 月号～新体制と自治体のガバナンス
ウォロ　４・５月号～ 500 号特集「ソーシャル世代」にとってのボランティア
休みのとれる NPO の働き方　名取千里、時岡禎一郎、山本麗子、川中大輔共著
ソシオ・マネジメント～社会事業家 100 人インタビュー

　( 株 ) ぎょうせい
（社福）大阪ボランティア協会

神戸新聞総合出版センター
IIHOE〔人と組織と地球のための国際研究所〕

対象団体　
申請時に、「青色回転灯を自動車に装着して適性に自主
防犯パトロールを実施することができる団体であること
の証明書」を所持し、活動している団体。
内容
対象となる主な経費は、青色回転灯装備の新車（白の軽
自動車）の購入代金、及び日本財団指定の車両塗装経費

（約 20 万円：メーカー、車種により変動）
※ 任意保険、ガソリン代、青パト出発式開催費は対象
外です。
募集期間　5 月 1 日～ 7 月 31 日　
応募資格　申請時に、「青色回転灯を自動車に装着して
適性に自主防犯パトロールを実施することができる団体
であることの証明書」を所持し、活動している団体。
助成額　 1,300,000 円
問合せ　
日本財団コールセンター　TEL.：03-6229-5111
　　Mail：cc@ps.nippon-foundation.or.jp 
　　※タイトルは「青パト資料請求」
　　http://teamaopato.wix.com/aopato

2015 年度青パト助成
日本財団

藤本倫子環境保全活動助成基金 こど
も環境活動支援助成

内容
子ども達の自主的な環境活動に対して助成します。身の
回りにある自然の調査・観察、地域の環境を良くしよう
とする活動、環境についての学習などが助成の対象にな
ります。( ただし、イベントの参加費用、キャンプ・旅
行費用は助成の対象にはなりません )。
対象
次に掲げる要件を全て満たす活動
① 子ども達（小学生・中学性）が興味を持って自主的
に取り組む環境活動であること。
② 活動を通じて、環境に対する学びを得ることができ
る内容の活動であること。
③ 自分たちが暮らす地域の中で行われる活動であるこ
と。
④ 計画に無理がなく、安全に配慮されていること。
⑤ 2015 年４月 1 日～ 2016 年 2 月 29 日までの間に
実施される活動であること。
⑥ イベントや学習会への参加・見学を目的にした活動
でないこと。
募集期間　4 月 20 日～ 6 月 10 日
助成額　100,000 円
問合せ　
公益財団法人日本環境協会 藤本倫子環境保全活動助成

基金事務局
　〒 103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16
　　 馬喰町第一ビル 9 階
　　TEL：03-5643-6262（月～金 10 時～ 17 時）
　　E-Mail：jea@japan.email.ne.jp
　　http://www.jeas.or.jp/activ/prom_01_00.html

　助成金獲得８つのポイント
　①助成金のことを知る
　②その助成金が本当に必要かどうかよく考える
　③団体にあった助成プログラムを探す
　④募集要項をよく読んで相手を理解する
　⑤理解してもらえる申請書を書く
　⑥無理をしない
　⑦採択されたら助成元とのお付き合いを大切にする
　⑧採択されなくてもくじけないで次に備える

　助成金申請８つのポイント
　①事業名（事業名をみただけで内容のわかるもの）　②背景（事業が必要とされる根拠となる地域課題）　
　③目的（何ができて何がどう変わるか）　④目標（事業によって実現すること）　
　⑤計画（目標達成のための 5WIH）　⑥成果物（形のある成果物を出す）　⑦終了後の展開（社会への波及効果）
　⑧予算（助成元のルール（科目・上限）に合わせて積算根拠を（詳細に）

　　ファンドレイジング・ラボより　（http://fundraising-lab.jp/）



　

　

　

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

　「世界の果ての通学路」という映画を見た。ケニアのサバンナをはじめ、アルゼンチン、モロッコ、インドの数
10 キロの危険な道のりを経て通学し、学校で学ぼうとする子どもたちの姿を追ったドキュメンタリー。　子ども
にとって「学ぶ」ということは、生きていく上での本能かもしれないと思う。私たちは、その命がけの想いに応え
られているだろうか。深い問いを残す映画だった。最近映画館以外で見る映画がいい。　　　　　　　　　(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！

お寺の本堂で体験する「いのち」をテーマにしたコンサートと朗読劇

第 1 部　ピアノソロ・プログラム
第 2 部　ドラムサークル
第 3 部　合唱

オカリナ奏者宗次郎とホタルの夕べ
　17：30　魚の放流（小学生）
　18：00　開会式
　18：15　fleur（フルール）ステージ
　19：00　宗次郎　オカリナ演奏
　20：00　ホタル放流

◆◆　マーシーサービス可児　3周年コンサート～とどけよう音のＷＡ～　◆◆

◆◆　和音～いのちをみつめる、やさしいじかん～　◆◆

◆◆　ホタルプロジェクト可児 2015　◆◆

【主催・問合せ】NPO法人響愛学園マーシーサービス可児　tel：0574-49-9416

【主催・問合せ】　NPOつなぐおと　tel：090-9170-0574（五藤）

【主催・問合せ】　ホタルプロジェクト可児実行委員会　tel：0574-62-1111（可児市観光協会）

日　時：７月４日（土）　13：45開演
場　所：可児市文化創造センター　小劇場
入場料：500 円（全席自由）

日　時：6月 13日（土）14：00～
場　所：光蓮寺（可児市瀬田 718）
入場料：1000 円（小学生以下無料）

日　時：6月 6日（土）18：00～ 20：00
場　所：ふるさと川公園（可児市役所北）　　　　　　　【平成 27年度可児市まちづくり活動助成事業】

「NPOつなぐおと」は、
地域の表現者（音楽・演劇・芸術など）に活躍の
場をつくり、人と人、観客と表現者、また表現者
同士をつなぐことを目指して活動しています。


