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パネル展～かに NPO フェスタ 2015 ・ 児童虐待防止推進月間
日
場

時：11 月 19 日（木）～ 30 日（月）
所：市役所１階展示コーナー

【かに NPO フェスタ】
日時：11 月 29 日（日）
時間：10：00 ～ 15：00
場所：可児市福祉センター

【児童虐待防止推進月間】
平成 16 年度から、児童虐待防止法が施行された
11 月を「児童虐待防止推進月間」と定め、民間団
体や地方自治体などの多くの関係者が参加し、児童
虐待を防ぐための取組を進めています。

全館

地域の課題を解決するために、地域で頑張って
いる市民活動、地域活動、企業の社会貢献活動な
ど、様々な取り組みをブース・パネル・ステージ
でご紹介します。
体験・飲食コーナーもあります。
詳細は特集コーナーで。

--------

◎

-------

◆

「もしかして」 あなたが救う 小さな手
岐阜県では、平成 26 年度の虐待対応相談件数が
997 件と過去最多となりました。中でも心理的虐
待が大きく増加し最多となりました。これら岐阜県
の現状やオレンジリボン運動の取り組みなどを、展
示します。

------- ◎ --------

◆

-------

◎ --------

子育て応援癒しフェスタ
時
場

間：12 月 2 日（水）10：00 ～ 15：00
所：可児市福祉センター ホール

日頃、子育てに頑張ってるみなさんへ、つかの間ホッと癒される場です。
癒しコーナー
・子どもが遊べるボールプール
・お昼寝アート
・アルバムカフェ
・耳ツボ
・肌チェック
・整膚
・タロットカード
・マヤ暦
・ハンドマッサージ
・整体
・ベビーマッサージ
・手描きＴシャツ
・カードセラピー
・カラーセラピー
・名前のことだま
・手湯・足湯
販売コーナー
・手作り小物
・雑貨・布なぷきん
・絵本
・だっこひもカバー
食べるコーナー
・パン
・カレーライス
・お菓子
・飲み物
・美味しい珈琲

--------

◎

-------

◆

------- ◎ --------

◆

-------

◎ --------

臨時休館日のお知らせ
11 月 22 日（日）（全館清掃日のため）、29（日）（NPO フェスタのため
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

終わりました！
10 月 19 日（月）
多文化共生センター フレビア

NPO とマイナンバー制度

ＮＰＯとマイナンバーというタイトルにも関わらす、ＮＰＯだけでなく様々な方にお越し頂きま
した。事前に「個人向けの講座はありませんか」というご質問をいただくなど、マイナンバーを運
用する組織だけでなく、個人としてもその利用に不安をお持ちの方が多いのだと感じました。
マイナンバーは、平成 28 年 1 月以降、「税務関係

法人番号の対象になります。法人番号は登記上の所在

の手続き」「社会保障関係の手続き」「災害対策」の３

地に届きますので、代表者や事務所変更等を行った場

つの場面で利用されます。個人番号は 12 桁、法人番

合、変更登記が行われているかどうか、確認しておき

号は 13 桁で発行されます。

ましょう。

法務局へ届け出をしているＮＰＯ法人は勿論、法人

情報漏洩の場合の罰則規定もより厳しくなっていま

番号の対象になりますが、税務関係の手続きに利用さ

す。正確な知識を持って正しく利用するため、必要が

れる関係で、税務署へ開業届を出している任意団体も

あれば今後も関連講座を開いていく予定です。

--------

◎

-------

◆

健康フェア～ブース出展

------- ◎ --------

◆

-------

◎ --------

10 月 18 日（日）
文化創造センター

『NPO で健康を考える』というテーマで出展しました。昨年より広いブースになり、３団体の方に活動紹
介や実演・体験を行っていただきました。今回初参加の「（一社）体力メンテナンス協会」の、バランスボー
ル体験には、子どもからお年寄り、父と子など幅広い年代の方に楽しんでいただけました。

「真向法体操会」による実演。
４つのシンプルなエクササイズ

「東可児病院さくら会」の血圧測
定。人口透析の患者会の皆さん

バランスボールは、子どもにも人
気。パパと子が楽しく。

助成金情報
高齢者、障害者の支援を目的とする
ボランティア活動に対する助成事業
（公財）車両競技公益資金記念財団
目的 高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉
のボランティア活動を積極的に支援推進し、こころ豊
かな社会づくりの実現に寄与する。
内容

○ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業

ア．高齢者、心身障害児 ( 者 ) に対するボランティア活

動に直接必要な器材の整備事業に対する購入費用。

イ．整備する器材は、新たに購入するものであり、原
則として、消耗品、汎用事務機器、自動車、及び地
域集会場（自治会館等）の備品整備事業については
助成の対象としない。

ウ．特定非営利活動法人については、定款に定めた主
な事業のための器材の整備事業は、助成の対象とし
ない。

エ．助成を受けた後２年間は、助成の対象としない
募集期間 11 月 20 日まで
助成額 90 万円

問合せ 東京都文京区本郷 3-22-5
住友不動産本郷ビル 8 階

TEL：03-5844-3070 / FAX：03-5844-3055

http://www.vecof.or.jp/news/2014/10/26.html

文化遺産を活かした地域活性化事業
文化庁
目的 我が国の「たから」である地域の多様で豊かな文
化遺産を活用した、伝統芸能・伝統行事の公開・後継者
養成、古典に親しむ活動など、各地域の実情に応じた特
色ある総合的な取組に対して補助金を交付することで、
文化振興とともに地域活性化を推進することを目的とし
ています。
実施方法 地域の文化遺産を活用した取組が計画的・効
果的に実施されるよう、各地方公共団体において地域活
性化に資する特色ある総合的な取組に関する計画を策定
していただきます。その上で、補助事業者が当該計画に
基づき実施される補助対象事業に関する応募書類を作成
していただき、文化庁に提出していただきます。
内容 地域の文化遺産次世代継承事業
(1) 地域の文化遺産情報発信，人材育成事業
(2) 地域の文化遺産普及啓発事業
(3) 地域の文化遺産継承事業
(4) 地域の文化遺産記録作成，調査研究事業
(5) その他（地域の文化遺産を活かした地域活性化に
資すると認められる事業）
募集期間 11 月 30 日まで
助成金額 なし
問合せ 文化庁文化財部伝統文化課事業支援係
TEL：03-5253-4111（内線 4769，4786）
h t t p : / / w w w. b u n k a . g o . j p / s e i s a k u / b u n k a z a i /
joseishien/chiiki_kasseika/h28_kasseika/

-------------------------------------------------------------------------------------------

団体向け支援事業（児童養護関連事業）
（公財）楽天未来のつばさ
内容 児童養護施設や里親委託家庭で生活する子ども達
は、家庭復帰や高校卒業などを機に施設を退所し、社会
へ巣立っていきますが、今日の厳しい社会経済状況にお
いては、社会的養護のもとで育った子どもが、次代を担
う一員として自立していくためには、家庭で育った子ど
もと同じスタートラインに立って自立していけるように
支援していくことが必要です。
また、社会的養護を必要とする子どもを減らし、本来的

な家庭の温かさを感じ、より豊かな夢のある子ども達の
未来を実現することも大切です。
助成金額 100 万円（上限）
募集期間 随時
問合せ
https://mirainotsubasa.or.jp/contact
TEL：03-5642-7890

新 着 図 書
ガバナンス
まちむら

10 月号～気候変動に「適応」した地域づくり
131 号～山村文化を発信・伝承し地域を動かす

（株）ぎょうせい
（公財）あしたの日本を創る協会

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！

掲 示 板
◆◆

青年セミナー『あたりまえの毎日に感謝する心づかい』 ◆◆

日常の体験を交えた講義や、参加者どうしの心の触れ合いを通して、生きがいや喜びに満ちた価値ある
人生への手がかりを学びます。
月 日：11 月 7 日（土）10：00 ～ 15：00（9：20 ～受付）
場 所：中恵土公民館
講 師：藤原美恵子さん（公益財団法人モラロジー研究所社会教育講師）
参加費：1000 円（昼食代込）
★ 託児あり ★
【運営・問合せ】 可児モラロジー事務所

◆◆

tel：090-2777-7253（安江）

佐藤一斎に学ぶ人材育成講座

◆◆

恵那市出身の儒学者 佐藤一斎。多くの人に影響を与え優秀な人材・指導者を生み
出してきたその教えを学ぶ３回講座
佐藤一斎と言志四録

日時：11 月 10 日（火）
講師：鈴木隆一
時
場

佐藤一斎言志四録に学ぶ
企業人の生き方
日時：12 月 8 日（火）
講師：窪田哲夫

佐藤一斎「重職心得箇条」
から学ぶ
日時：2 月 5 日（金）
講師：鈴木隆一

間：16：00 ～ 17：30
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）
【主催・問合せ】 東濃信用金庫地域活力研究所

◆◆

tel：0572-28-3021

映画上映＆伊勢真一監督トークショー『妻の病』 ◆◆

一人の医師と、認知症の日々を生きる妻との 10 年間に及ぶ、” いのち ” を巡る物語
日 時：11 月 12 日（木）13：30 ～ 16：00（13：00 開場）
場 所：可児市文化創造センター 小劇場
参加費：1000 円
【主催・問合せ】 公益社団法人人権啓発センター

tel：0574-61-1338

【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
★★ 編集後記 ★★
秋はイベントの季節。あちこちで魅力的な催しがたくさんあるのに日程が重なって行けないことも多い。ＮＰＯ
センターでも、岐阜オレンジリボンたすきリレー、ＮＰＯフェスタ、癒しフェスタと続きます。最近は、市外から
来られる方も市外のイベントに出かける方も増えていて、『地域』という言葉の範囲が以前より広がってきている
ように感じます。あなたの『地域』はどこまでですか？
(Y）
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

かに NPO フェスタ 2015 特集号

第 11 回 かにＮＰＯフェスタ 2015
11 月 29 日 ( 日 ) 可児市福祉センター
地域で活動する人たちのお祭りです！
どんな活動があるのか知りたい人、活動している団体と連携したい人
これから何か始めたい人、何か地域に貢献したい企業の人
会場へ遊びに来てみてください
何か見つかるかもしれません
仲間が見つかるかもしれません
会場でお待ちしています

ブース展示
・里山若葉クラブ

・福祉美容

・可児レピーターハムクラブ

・（特）住まいる BOX サポートセンター

・可児市防災の会

・（特）可児市国際交流協会

・鳩吹山を緑にする会

・とうしん地域活力研究所

・土田水辺の会

・NPO 縁塾

・可児市腎友会

・新日本婦人の会

若葉台が所有整備する里山・地域の憩いの場
アマチュア無線愛好家・防災通信訓練
防災クイズ、非常時に何を持ち出す？
薬王寺の森の整備、道路清掃活動
土田地域の水辺環境を守るため行動
人工透析患者の会、啓発活動

キレイユ

福祉美容やケアラーズカフェ活動
住まいの診断・災害被害の診断
可児市の多文化共生

地域課題を解決する NPO 支援グループ

・岐阜コミュニティ創造大学

学校と地域をつなぐコーディネーター
暮らし・子育て・平和など女性の願い実現

コミュニティの創造に寄与する学びの場

・（株）濃飛葬祭

グリーフ（死別の悲しみ）を抱えた方を支える活動

その他
・おもちゃ病院可児
おもちゃ修理、リユース品配布
・可児市社会教育視聴覚協議会
アニメ上映

「ガラクタの山を宝の山に」本で寄付するプロジェクト活動
本の寄付を受付ています！（ガールスカウト）

飲食

パネル展示

・児童発達支援事業所ふぁーすとすてっぷ

・（特）岐阜多胎ネット

・パンカフェ５丁目

・ハッピースタイルネット

・カフェテラスべるべーる

・里山クラブ可児

軽食

パン、ドリンク、クッキー
味ごはん、お茶、ロールサンド、コーヒー

双子ちゃんみつごちゃんの育児を応援
台所こそだて・健口響育・環境響育
久々利「我田の森」で活動

・パペット・サークル『かに座』
「可児のむかし話」を影絵化

ケータリングカー

・ジアスさんの屋台

・ROCK FILL JAM

・パステル

・劇団ゆとり

ケバブサンド

多世代・多ジャンルの劇場ロックフェス !

パステウ、チュロス

・NS プロデュース

太陽のカレー

カレーライス、スムージー、パスタ、ドーナツ

設立 19 年の市民劇団

・アーラ・シネマ・コレクション
「LIGHT UP NIPPON」上映会
2011 年 8 月 11 日

日本中の誰もが下を向

く中、東北太平洋沿岸部での花火打ち上げを

ステージ発表

企画した男がいた。「いつもの夏がいつもど

おりやってくる。それが明日を信じる力にな

・劇団ゆとり

る」の想いをかけた、情熱と真実のドキュメ

ゆとりバンドによるブルース

ンタリー。

・みのかもアルプホルンクラブ
アルプホルン演奏

・アクトスキッズ

「関わった人の数だけ思いがあって、
それらすべてが間違っていない」
・・・・・・
自分にも何かできるかもしれない

元気いっぱい！キッズダンス

・美波会

筝曲演奏（通りゃんせ想曲

・ROCK FILL JAM（未定）

体験
・ガールスカウト岐阜県第 32 団
デコパージュ体験

・みのかもアルプホルンクラブ

アルプホルンを吹いてみよう！

販売

・日本ボーイスカウト可児第１団
缶バッジ作ろう！

・（特）だいじょうぶ

・（一財）総合保健センター・ぷらっとほ～む逢縁

・子育て応援室エール

・（特）ＩＴ寺子屋

・ふれあいの里可児

・（特）かにぱそこんくらぶ

健康茶、3A 認知症予防体操体験
バッグ、キャンドル、小物
クッキー

・相互扶助の会いしずえ

健康まぁ～じゃん体験しませんか！
クラフト工作作ろう！

パソコン体験・スライドムービー

パウンドケーキ、石けん、お茶、手作り小物、スツール

