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     　平成２８年１月２５日発行

だよりかに

日　時：3 月 17 日（木）、24 日（木）　13：30 ～ 15：30
場　所：可児市総合会館分室
講　師：田島宏美氏（税理士）
受講料：500 円 / 回
定　員：20 名（先着順）　　申込み開始：2 月 15 日（月）

日　時：3 月 23 日（水）9：00 ～ 15：00 ごろ（小雨決行）

場　所：今渡～土田地区　　　★ かに NPO センター集合 ★
参加費：1000 円（名鉄運賃・弁当込）
定　員：20 名（先着順）　申込み開始：2 月 15 日（月）

【子育て応援フェスタ　開催日】
　日時：6月 5日（日）10：00 ～ 15：00

　場所：可児市福祉センター（可児市今渡 682-1）

　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、NPO 法人会計基準に基づき、
日々の会計集計から決算書作成を行います。会計書類作成時に必要となる「注記」についても
学びます。

ふるさとを知ろう～今渡 ・ 土田界隈～

子育て応援フェスタ  ボランティア＆出展者募集

会計講座～決算報告編

【行程】　集合：かに NPO センター
　新可児 ---（名鉄電車）--- 日本ライン今渡 ----（徒歩）---- 木曽川左岸遊歩道 ---- 土田公民館（昼食・解説）
　--- 花木センター周辺 ---- 可児川 ----（名鉄電車）----　新可児

※  歩く距離は、約 7km 程度です。歩ける靴・服装でご参加ください。

　今年で 7 回目になります！子育て応援フェスタ！
ボランティアスタッフとして参画してくださる方を募集します。当日、前日の準備は勿論、企画から参画
したい方も大歓迎です。今年は高校生も企画から関わってくれます。
　出展・出店したい方も大募集です！ボランティア団体の方も事業者の方も、サークル活動している方も、

「子ども」に関連している内容なら OK です。ご応募お待ちしています！



特集～助成金

可児市まちづくり助成事業
　　　　　　　　活動報告会

日時：3月 19 日（土）13：00 ～
場所：総合会館分室大会議室

　年度末が近づいて、この１年間に行った助成事業の
報告書作成に追われる団体も多いのではないでしょう
か。センターの相談業務の中でも「報告書に何を書い
ていいかわからない」という声が上がっています。
　様々な助成金がある中で、多くの市町村が市民主体
の地域づくりのために、主体的な市民の活動に対し独

可児市まちづくり活動助成金
　事業年度は、毎年 4 月～翌年の 3 月。その期間に
事業を完了し、期日までに報告書を提出、報告会での
活動報告を行います。

平成 27 年度の報告書〆切は、2 月 26 日（金）午後 5 時
提出先は、かに NPO センターです。

報告書様式は、可児市ホームページからダウンロード
できますのでご利用ください。
ホーム＞様式ダウンロード＞自治会活動・市民活動支
援＞まちづくり活動助成事業
　・まちづくり活動助成金実績報告書
　・まちづくり活動助成金交付請求書

自の助成金制度を持っています。可児市にも「可児市
まちづくり活動助成金」制度があります。多くの助成
金は、事業を予定通り行い提出された報告内容をもっ
て、最終的な助成額が決定されますので、報告書の作
成は重要です。

報告書の書き方
　報告書の内容は主に２つ、事業報告と会計報告です。
事業報告は、いつ、どこで、何をやったか、参加人数
等はもちろんですが、計画通りに目的が達成されたか、
どのような成果があったかについても記入します。ま
た、実施の際に生じた課題や今後の展望なども記載し
ます。
会計報告は、下記の点に注意すると分かりやすくなり
ます。
　①申請時の予算書の項目に則り決算書を作成する。
　②全ての領収書をコピーして提出する。
　領収書の日付、宛先、金額、内容等が不明な物につ
　いては、ヒアリングを行いますが、場合によっては　
　対象外になることもあります。
　③領収書は、項目ごとにまとめて用紙に貼る。

上記の他に、イベント告知のためのチラシ、当日の写
真など事業の様子がわかるものがあれば一緒に提出し
てください。
報告会では、写真が有効です。

　平成 27 年度の助成事業を行った団体による活動
報告会を開催します。
　今後助成金の申請を考えている方、地域で頑張る
団体と連携したいと考えている方、助成事業につい
て知りたい方など、どなたでも参加していただけま
す。地域で頑張る団体の声を聞きにきてください。
ご来場お待ちしています。

【事業名・発表団体】
・子どもが作る「弁当の日」
　　　ハッピースタイルネット

・ホタルプロジェクト可児 2015
　　　ホタルプロジェクト可児実行委員会

・共助再生プロジェクト
　　　縁塾

・可児 CON2015
　　　可児 CON 実行委員会 2015

・「可児のむかし話」の影絵劇化及び影絵広報事業
　　　パペット・サークル『かに座』

・かにママふたごちゃんみつごちゃん子育て教室事業
　　　NPO 法人ぎふ多胎ネット

・親子で週末アドベンチャー IN 犬山キャンプ場
　　　一般社団法人可児青年会議所

NPO センターでは、報告書作成にあたり相談を受け
付けています。お気軽にご相談ください。



助成金情報

 新 着 図 書

ガバナンス　1 月号～自治体 203X 年

まちむら　～多世代・多文化に開かれた自治会をめざす

『社会的インパクトとは何か』　マーク・J・エプリスタイン / クリス・ユーザス著

　( 株 ) ぎょうせい

（公財）あしたの日本を創る協会

英治出版

2015 年度「Heart ＆ Arts プログラム」
パブリックリソース財団

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

2016 年度地域ささえあい助成
CO･OP 共済

内容　コープ共済連は CO･OP 共済を通じて豊かな社
　会づくりをめざしています。
　その活動の一環として、生協と地域の NPO やその
　他の団体が協同して地域のくらしを向上させる活動
　を支援します。
対象となる活動のテーマ
１．くらしを守り、くらしの困りごとの解決に資する
２．命を守りその人らしい生き方ができるようにする
３．女性と子どもが生き生きする
※　次の 1、2 いずれかを必須とします。
１．生活協同組合以外の団体が応募する場合には、活
　　動内容が生活協同組合と協同して行うものである
　こと。
２．生活協同組合が応募する場合には生活協同組合以
　　外の団体と協同して行うものであること
募集期間　3 月 5 日
助成金額　100 万円
問合せ　日本コープ共済生活協同組合連合会
　渉外・広報部　地域ささえあい助成事務局宛
　TEL：047-351-3356（平日 10：00 ～ 17：00）
　http://coopkyosai.coop/about/csr/socialwelfare/2016.
html

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。
　楽天 未来のつばさでは、これらの主旨に沿った活動
　を実施する団体に対し、助成を行います。
交付申請時期　申請時期は次の 3 期の締め切りを持っ
　て行う。また、この事業は当年度事業に限る。
　第 1 期：4 ～ 6 月
　第 2 期：7 ～ 9 月
　第 3 期：10 ～ 12 月
助成金額　100 万円
問合せ窓口　https://mirainotsubasa.or.jp/contact
　TEL：03-5642-7890
　http://mirainotsubasa.or.jp/institution

対象・内容　障がい者がアートの力で自分を自由に表
　現する活動に対して、1 団体あたり上限 50 万円の
　助成をいたします。
　「Heart & Arts プログラム」は、誰もが豊かに生きるこ
　とができる社会をつくることをめざし、障がい者がアー
　トの力で自分を自由に表現する活動を支援します。
募集期間　2 月 12 日
助成額　50 万円

問合せ　
　〒 104-0043　東京都中央区湊 2-16-25-202
　公益財団法人パブリックリソース財団
　「Heart ＆ Arts（ハート＆アーツ） プログラム」　　
　担当：田口宛
　TEL：03-5540-6256　FAX：03-5540-1030
　E-mail：heart@public.or.jp 
　http://www.public.or.jp/PRF/news/dt_61.html



　

　

　

　

示示 板板掲掲

【編集・発行】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

2016 年初めての NPO だより。年末の暖冬から一転、急な寒波。風邪などひかれないようにお気を付けください。
さて、年度末に向けて活動報告書作成の準備に取りかかる時期でしょうか？みなさまの活動のお役に立つ情報もご
ざいますのでお気軽にセンターへお越しください。1 月から NPO センターでお世話になることになりました。至
らぬ点が多くご迷惑をおかけすることがあるかと思いますがよろしくお願いいたします。　　　　　　　　(W)

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！

～モノから気づくココロのブレーキの外し方～
平成 28 年度可児市で開催予定の断捨離セミナーを先取り受講しませんか？

「とうしんプロボノプロジェクト 2015」は東濃信用金庫の職員が、仕事で培ったスキルや経験を活かし、
NPO の活動を半年間応援する取り組みです。半年間の成果を皆さんにご報告いたします。

劇団かがやきによるファンタジックでミュージカル風な創作劇

「いのちってなんだろう？」なによりも身近にあるのに、感じることの難しいもの。地域の表現者たち
によるお話や歌や朗読劇を通して、一緒に考えてみませんか。

◆◆　創作劇「雪姫」　◆◆

◆◆　おとぎばなし～優しい歌といのちの物語～　◆◆

◆◆　モノから始めるココロの断捨離　◆◆

◆◆　とうしんプロボノプロジェクト 2015　成果報告会　◆◆

【主催・問合せ】　劇団かがやき　tel：090-8070-8818（鬼頭）

【主催】　シシ丸王国、NPO つなぐおと　【問合せ】のうひ葬祭　tel　0120-240-702

【主催・問合せ】　断捨離・岐阜　mail：danshari.gifu@gmail.com

【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

日　時：2 月 20 日（土）、21 日（日）13：30 開演（13：00 開場）
場　所：文化創造センター ala　小劇場
入場料：大人 1000 円　子ども 800 円

日　時：2 月 21 日（日）10：00 ～ 12：00（開場 9：30）
場　所：のうひグリーンホール西可児
参加費：2000 円　（小学生以下無料）

日　時：① 2 月 16 日（火）② 3 月 15 日（火）③ 4 月 19 日（火）各回 10：00 ～ 13：00
場　所：岐阜メディアコスモス
講　師：やましたひでこ公認断捨離トレーナー　こばやしりえ
参加費：各回 5000 円（3 回分一括お支払 13000 円）
定　員：各回 20 名

日　時：2 月 13 日（土）14：00 ～ 16：00
場　所：とうしん学びの丘エール
参加費：無料


