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つなげよう・ひろげよう・ＮＰＯのわ

NO.159

     　平成２７年１２月２５日発行

だよりかに

日　時：2月 6日（土）、20日（土）　13：30 ～ 15：30
場　所：かにNPOセンター
受講料：300 円 / 回
定　員：20名（先着順）　　★申込み開始 1月 20 日

日　時：1月 6日（水）① 10：00、② 11：00、③ 13：00
場　所：可児市福祉センター　和室
参加費：無料
定　員：10組 / 回
共　催：生活共同組合　コープぎふ多治見支所

年末年始休館　12月 29日（火）～ 1月 3日（日）

1月臨時休館　1月 17日（日）　（全館清掃のため）

休館のお知らせ

たまごボーロを手作りして試食します。簡単な工程なので親子で美味しいたまごボーロが作れます！
（参加後に簡単なアンケートのご協力をお願いします）
　※材料に卵を使用します。アレルギーをお持ちの方はご注意ください。

NPO という言葉は巷にあふれていますし、市民活動、非営利活動、公益活動と言われても、
やはりイマイチわかりにくいとお考えの方。市民活動を始めてみたけれど、NPO 法人にした
方がいいの？お金は？仲間は？運営は？
そんな日頃の疑問のあれこれを、気軽にお話しましょう！

コネットひろば

なるほど！NPO～市民活動コトハジメ



終わりました！

子育て応援癒しフェスタ

第3回中濃地域公設支援センター
　　　　　　　　　　情報交換会

高校生とのプロジェクト会議

12月 2日（水）10：00 ～ 15：00
福祉センター　ホール

12月 10 日（木）10：00 ～ 12：00
総合会館分室　第 1会議室

12月 20 日（日）13：30 ～ 15：30
かに NPOセンター

　今年で３回目になる「子育て応援癒しフェスタ」を
福祉センターホールで開催しました。当日は子育て中
のママたちを中心に大勢の方々にご来場いただきまし
た。6月に行う応援フェスタと違い、子育て・孫育て
中の方々に、慌ただしい日常から少しだけ離れてゆっ
くりできる時間を過ごしてもらおうというイベントで
す。
　出店者の多くが子育て中のママたちでもあるので、
単に買い物やセッションをするだけではなく、同じ悩
みを共有する仲間として、ブースを挟んで様々な場が
広がります。そこにこの催しの意味があるのだと考え
ています。

　公設支援センターを持つ 4つの市で（可児市、関
市、美濃加茂市、郡上市）、情報交換会を始めて半年。
3回目の今回は可児市で開催しました。今回のテーマ
は「登録・利用団体について」でした。
　中には登録制度を持たないセンターもあるのです
が、利用・利用登録のための規則は各市それぞれ。情
報交換することで見つかる課題も各市で違うのだろう
と思います。利用登録は「誰のため」「何のため」を
再確認する場となりました。

　高校生が地域とつながり地域課題解決を目指すエン
リッチ・プロジェクト。NPO センターは子育て支援
ネットワークの事務局として子育て支援の分野で参画
しています。
　この日は、企画から関わりたいと考えている可児高
校の 1・2年生と大学生インターン、コネットメンバー
などで、来年度行う「子育て応援フェスタ」と新企画
「キミチャレ（仮称）」の２つのプロジェクトについて、
具体的な内容や参画の仕方について話合いました。
　高校生が『市民』として地域に関わるこのような場
をもっと増やしたいと思う１日でした。



助成金情報

 新 着 図 書

ガバナンス　12 月号～合併旧市町村の行方

ウォロ　12・1 月号～フェアトレード買い物を通じた社会貢献

ａｌｔｅｒｎａ～竹のイノベーション　

コミュニティ創造化プログラム

経営創造化プログラム

『稼ぐまちが地方を変える』　木下斉著

『2 枚目の名刺　未来を変える働き方』　米倉誠一郎著

『新しい場の創造による変革のドラマづくり』　清水博・清水義晴対談

　( 株 ) ぎょうせい

( 社福 ) 大阪ボランティア協会

株式会社オルタナ

えにし屋

えにし屋

NHK 出版新書

講談社

博進堂文庫

｢砂防ボランティア基金｣ 
（一財）砂防フロンティア整備推進機構

2015 年度 公益財団法人ノエビアグリーン
財団 助成事業
ノエビアグリーン財団

内容　児童、青少年の健全な育成や、スポーツの発展、
　普及に寄与。
資格　

【A】児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体験
　活動、およびスポーツの振興に関する事業を積極的に
　行い、または奨励している団体。

【B】将来、世界大会やオリンピック出場を目指すアマチュ
　アスポーツ選手（18 歳以下）。
※団体の要件は次の通り。尚、申請については 1 団体
につき 1 事業のみとします。

（1）公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人または
　一般財団法人

（2）上記以外の団体であって以下の要件を備える団体
　（特定非営利活動法人など）
・定款、寄附行為に類する規約等を有すること
・団体の意志を決定し執行する組織が確立していること
・自ら経理し監督する等会計組織を有していること
・団体活動の本拠としての事務所を有すること
・設立後、3 年以上の活動実績を有すること
募集期間　2 月 29 日まで
助成金額　100 万円
問合せ
　〒 104-8208
　　東京都中央区銀座 7-6-15
　　公益財団法人ノエビアグリーン財団
　TEL：03-5568-0305　9：00 ～ 17：30 
　E-mail：info@noevirgreen.or.jp
　http://www.noevirgreen.or.jp/grants/index.htm
　

対象（1）砂防ボランティア団体等が､ 土砂災害被災地
　域において実施するボランティア活動に対する助成
（2）砂防ボランティア団体等が実施する砂防行政への
　支援活動に対する助成
（3）砂防ボランティア団体等が実施する地域に根ざした
　防災活動等に対する助成
（4）その他 ｢基金｣ にかなう事業に対する助成　

募集期間　3月 31日まで
助成額　上限なし（助成総額 3,221,200 円）
問合せ
　一般財団法人　砂防フロンティア整備推進機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　企画調査部
　〒 102-0093　東京都千代田区平河町 2-7-4
　　　　　砂防会館別館 6階
　TEL：03-5216-5872　/　FAX　03-3262-2202
　E-Mail：kikaku_shomu@sff.or.jp
　http://www.sff.or.jp/volunteerkikin/guide_h28/



　

　

　

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

　「良いお年を！」という挨拶をしながら、暖かいせいか年の暮れという感覚がイマイチなこの頃です。昨年から
今年にかけて新しい取り組みを試行してきました。少しづつ形が見え始めたこともありますが、軌道修正が必要な
内容もあり、来年度から始まる次の一歩へ向けてゆっくり考えていきたいと思う年の暮れでもあります。新しい風
を入れるためには、その前に古いものを捨てる断捨離の年の暮れ。皆さまよいお年を！　　　　　　　　　　(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！

＜平成 27 年度まちづくり活動助成事業＞
「可児のむかし話」を影絵劇にしました。　『キツネとタヌキのはかり事』『くぐり姫物語』を上演。

平成 28 年の 1 月からマイナンバー制度が始まります。NPO の皆さんも、講師や職員のマイナンバー、
法人のマイナンバーを扱わなければなりません。この制度について知っていただけるよう勉強会を開催
します。勉強会終了後の交流会では、皆さんと、ざっくばらんに情報交換いたします。
お気軽にご参加をお待ちしております。

地域振興を目標に、化学肥料・化学農薬不使用の土壌で里芋・野菜の栽培を 1 年かけて講義、実習します。
ここで栽培した里芋は、里芋焼酎「土田御前」の原料にもなっています。

◆◆　さといも塾　塾生・里芋オーナー募集　◆◆

◆◆　可児のむかし話　影絵劇公演　◆◆

◆◆　NPO のためのマイナンバー制度勉強会＆ NPO 交流会　◆◆

【主催・問合せ】　NPO法人さといも塾　tel：0574-25-2235（鷲見）

【主催・問合せ】　パペットサークル『かに座』　tel：0574-62-2700（安田）

【主催・問合せ】　とうしん地域活力研究所NPO支援グループ　tel：0572-28-3021

期　間：平成 28年 3月 24日（木）～平成 29年 3月 9日（木）　9：00～ 12：00（全 15回）
場　所：総合会館分室近辺の耕地、他市内数か所
参加費：塾生 2000 円（年間）、オーナー制度 1000 円（年間）

日　時：1月 23日（土）13：30～
場　所：可児市文化創造センター　映像シアター
入場料：無料

日　時：1月 27日（水）13：30～ 16：30
場　所：とうしん学びの丘エール
参加費：無料
講　師：田島宏美氏（税理士）　


