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     　平成２７年７月２５日発行

だよりかに

日　時：9月 9日（水）10：00 ～ 14：00
場　所：福祉センター　ホール　　　　　

日　時：10月 19 日（月）13：30 ～ 16：00
場　所：未定（次号でお知らせと参加者の募集を行います）
講　師：田島宏美税理士

日時：8月 15 日（土）、16日（日）、17日（月）　終日

　毎月開催しているコネットひろばを少しだけパワーアップして、ミニイベントを開きます。
夏休みが終わった後、ほっと癒されに来ませんか？
　【出店者＆内容】
　　・bochibochi_______ 手作り雑貨・小物販売
　　・ゆららひかる布おむつ _______ 布なぷきん
　　・木いちご _______ おままごと・耳つぼジュエリー
　　・K・S363_______ フリマ
　　・Yor's  Smile  Factory_______ 手描き T シャツ・小物
　　・セラピールームラウラウ _______ カラーセラピー、カフェキネシ
　　・HelloBaby おひるねアート _______ おひるねアート体験撮影会
　　・アルバムカフェ _______ 体験
　　・バランスボールで体力メンテナンス _______ バランスボール体験
　　・ＹＫクラブ _______ 手作り雑貨

　いよいよ本格的な運用がはじまるマイナンバー制度（平成 28 年 1 月～）。それに先立ち平成 27 年 10
月から個人にはマイナンバー（個人番号）、法人には法人番号が通知されます。ＮＰＯ法人も例外ではあ
りません。ウチは規模の小さなＮＰＯ法人なので関係ない…なんてことにはなりませんので注意が必要で
す。13 桁の法人番号は、登記上の主たる事務所に送られます。代表が変わり住所変更等の登記を忘れて
いる…なんてことはありませんか？一度見直してみる必要があるかもしれません。
　マイナンバーは、税や社会保障の手続きで取扱うことになります。スタッフ、アルバイト、講師等々様々
な人が関わるＮＰＯでは、個人番号を取り扱う機会も増えます。本格運用の前に、この制度の勉強をして、
備えておきましょう！　

K ・ S363ひろば＠コネット　ミニイベント

NPO とﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度

臨時休館日（ 館内メンテナンスのため）

深田珈琲
おいしいコーヒー！



終わりました！

行ってきました！

　NPO センターでは、地域の隠れた魅力をより多くの市民の方に知っていただき、それを地域づ
くりに活かしていきたいと考えています。そのために「温故知新のまちづくり」というテーマで、
講座やジンポジウム等を開催してきました。今回は親子で可児の魅力を学ぶ企画です。

　東帷子にある『薬王寺』は、薬師如来坐像で有名ですが、
その仏像がどのくらいすごいのか！という事は、あまり
知られていないように思います。平安時代に造られたこ
の仏像は、「一木造」という頭から胴体までを一本の木
で造る技法が使われています。ただ長い年月の間に破損
した箇所を元禄時代に修理しているため、現在の薬師如
来坐像はその全身が一木造というわけではありません。
　この後、仏像は別々の部材で寄せ集めて作る「寄木造」
の時代に入ります。時代の転換期に造られた非常に価値
のある仏像がこの可児市にある！歴史や民俗学に思いを
馳せて、ロマンに浸った 2 時間になりました。　

　薬王寺には、他にも多くの仏像やお堂に彫られた「上
り竜と下り竜」、池には大賀ハスやヒメコウホネなど見
どころもたくさんあります。親子で散策してみても楽し
いかもしれません。

　中濃地区には、公設の市民活動支援センターが 4 つ
あります。それぞれに存在は知っていたものの、交流す
る機会はありませんでした。今回、関市市民活動センター
さんの呼びかけで開催されたこの「情報交換会」。地域
の状況も担っている仕事の内容もそれぞれに違います
が、共通しているのは「市民や地域の課題解決」のため
に日々活動していること。
　地域が変われば課題も変わりますが、私たちの日常は
行政区分に関係なく、市を超えて繋がり行動しています。
お互いに情報や課題を共有し連携していくために、今後

も継続していくことが決まりました。
・関市市民活動センター
　　関市千年町 2 丁目 18 番地
　　安桜ふれあいプラザ 1F
・みのかも市民活動サポートセンター
　　美濃加茂市太田町 3425 番地 1
　　美濃加茂市生涯学習センター３階
・郡上市市民協働センター
　　郡上市大和町徳永 585 番地
　　郡上市役所大和庁舎 1 階

親子で学ぶ可児の歴史①
　　　　　～薬王寺の仏さま～

中濃地域の公設市民活動支援センター情報交換会

７月 11日（土）13：00 ～ 15：00　
　　　　　　　　広見公民館ゆとりピア

7月 2日（ 木） 10 ： 00～ 12 ： 00　関市市民活動センター

親子で学ぶ可児の歴史②

　　　　～美濃桃山陶と窯跡～

　日時： 8月 23日（ 日）

　　　　13 ： 00～ 15 ： 00

　場所 ：広見公民館ゆとりピア



助成金情報

 新 着 図 書

ガバナンス　7 月号～「まちづくり人財」と自治体職員

ウォロ　６・７月号～市民の手で平和をどう守る

まちむら 130 ～地域住民組織のあしたを考える

　( 株 ) ぎょうせい

（社福）大阪ボランティア協会

（公財）あしたの日本を創る協会

目的　未来を担う子どもたちの ” こころをはぐくむ活動 ”
　に献身、努力されている個人、団体の活動事例を募集
　します。
内容
①学校と関わりながら、地域、家庭、企業などいろいろ
　な立場の人がともにおこなう活動であること。
　( 例 ) 学校と地域で行うコミュニティ活動、学校と保
　護者や自治会などで行うボランティア活動や道徳公開
　授業、学校への出前授業など、学校となんらかの関わ
　りがあること。
②学校、NPO 団体、PTA などの団体で、活動の主体は
　問いません。
③団体が行う子どもたちの ” こころを育む活動 ” で、下
　記の「3 つの工夫」のいずれかが認められること。
　進める工夫　広げる工夫　続ける工夫
助成金額　100 万円
募集期間　7 月 13 日～ 9 月 16 日
問合せ　〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 1-1-10　
　　　　　第 2 ローレルビル 6F
　公益財団法人　パナソニック教育財団内
　TEL：03-5521-6100　/　FAX：03-5521-6200
　http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/　

ボランティア活動助成要領
（公財）大和証券福祉財団

子どもたちの「こころを育む活動」
こころを育む総合フォーラム

子育て支援活動の表彰
住友生命

目的　より良い子育て環境づくりに取り組む個人・団体
　を募集します。各地域の参考になる特徴的な子育て支
　援活動を社会に広く紹介し、他地域への普及を促すこ
　とで、子育て環境を整備し、子育て不安を払拭するこ
　とを目的としています。
内容
①子育て支援に資する諸活動を継続的に行っていること。
②活動内容が社会に認められ、ロールモデルとなりうる
　ものであること。
③活動の公表を了承していただける個人団体であること。
④日本国内で活動している個人・団体であること。
⑤震災復興応援特別賞の対象については、東日本大震災
　の被災者の支援、復興のために子育て支援活動を行う
　個人・団体であること。
募集期間　7 月 7 日～ 9 月 9 日
助成金額　100 万円
問合せ　
　「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局Ｗ係
　〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋 2-14-7 光ビル
　電話：03-3265-2283（平日 10:00 ～ 17:30）
　http : / /www.sumi tomol i f e . co . jp/about/cs r/

community/mirai_child/child/

内容　高齢者、障がい児者、児童問題等に対するボラン
　ティア活動
応募資格
　ボランティア活動を目的とした団体・グループ
　学生 ･ 若者のボランティア活動を積極的に支援します。
　※申込みに際しては、社会福祉協議会又は共同募金会
　　の推薦を必ず受けてください。

募集期間　8 月 1 日～ 9 月 15 日
助成額　 30 万円
問合せ　〒 104-0031 東京都中央区京橋 1-2-1　
　　　　　大和八重洲ビル
　公益財団法人 大和証券福祉財団事務局
　TEL：03-5555-4640　FAX：03-5202-2014
　http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.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

　防災クロスロードに参加した。クロスロードとは『岐路・分かれ道』。「避難所へペットを連れていきますか（YES）、
連れていきませんか（NO）」というような重要な決断のしどころを問うゲーム。2 者択一時のジレンマを通して、
防災を「我が事」として考え、参加者との意見交換によって多様な立場を体感する。正解は無く、その判断の過程
に注目するこのゲームは、防災だけでなく、他の分野でも行われている。　　　　　　　　　　　　　　　(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！

クロスロードとは、岐路、・分かれ道
　阪神淡路大震災の体験を基に作られた、難しい決断に迫られる災害対応を疑似体験するゲームです。
５～ 7 人のグループに分かれ、問題に対して YES か NO を決断し、その理由を話合います。
　　　正解はありません。決めるのはあなたです！

場　所：とうしん学びの丘 ” エール ”
　　　（多治見市虎渓山町４丁目 13-1）

　第 10 回目を迎える今年は、過去の戦争の記憶を風化させることなく、平和への願いを新たにするきっ
かけになればと、岐阜空襲の記録と、戦時下の暮らしに関するパネルを展示します。

親子で命の大切さについて学びましょう！　

★ 同時開催★戦争体験原爆体験を聞く会 ★
　　日時：8 月 8 日（土）13：30 ～
　　　　　8 月 9 日（日）13：30 ～

◆◆　杉原千畝　命のビザ　◆◆

◆◆　『防災クロスロード』を体験しよう　◆◆

◆◆　新婦人夏の平和展 2015 ～岐阜空襲の記録パネル展～　◆◆

【主催・問合せ】　東濃信用金庫   地域活力研究所　tel：0572-28-3021

【主催・問合せ】　可児市防災の会　tel：090-3152-4280（村知）

【主催・問合せ】　新日本婦人の会可児支部　tel：0574-63-5787

日　時：8 月 23 日（日）10：00 ～ 11：30
講　師：國枝大策氏（杉原千畝記念館館長）

日　時：8 月 18 日（火）15：00 ～ 17：00
場　所：可児市総合会館分室　大会議室

日　時：8 月 5 日（水）～ 10 日（月）
　　　　９：00 ～ 19：00
　　　　（初日 13 時から、最終日は 15 時まで）
場　所：可児市文化創造センター　ギャラリー
入場料：無料　　


