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だよりかに

日　時：３月９日（水）　10：00 ～ 12：00
場　所：福祉センター　２階第１会議室
参加費：無料
講　師：柴田朋子さん

日　時：3 月 26 日（土）13：30 ～ 16：00
場　所： かに NPO センター
参加費：無料
定　員：20 名（先着順）

【申込み・問合せ】
　かにNPOセンター　tel:　0574-60-1222

～キミも今日からチャレンジャー～は全国でも類を見ない「 とにかく子どもたちが自分でやる」 こと

にトコトンこだわったワークショップです。 大切なのは成果でも結果でもなく試行錯誤する 『プロセス』

であることを繰り返し共有していきます。「 正解がない」 ことに取り組んでいく経験を積んで 『生き抜

く力』 を身につけてもらうためにこの事業を始めます。

コネット学習ひろば

「 高齢化社会を明るく元気に過ごすためにできることは何？」「 して欲しいことは何？」「 私には、 あ

なたには何ができる？」こんなことをお茶やお菓子をつまみながら一緒に考えていきたいと思います。 　

◆みそまるを作ろう！　
　３月 27 日（日）　10：00 ～ 12：00　　
　　　　　　　　　参加費：1000 円　小学生以下 500 円（定員 10 名）　
◆可児市まちづくり活動助成事業説明会

　４月１日（金）　　13：30 ～ 15：00　
◆ぎふハチドリ基金説明会

　４月２日（土）　　14：00 ～ 16：00

～キミチャレってなぁに？～

～最高に自分らしい生き方を考える～

アクティブカフェ

NPO センターおすすめ企画



終わりました！ 映像が 10 倍ステキになる！

　川合さんに引き込まれて参加者の方のナレーション
が回を追うごとに変わっていく、みなさんの劇的変化
が見られた「語り」講座。ナレーションのコツを段階
を経て教えていただきました。
　ナレーションを読む前にどんな準備をしているのか

「語り」講座

　九州大学で大人気セミナー「自炊塾」。その意義を
学び、2016 年より可児市で開催する運びとなりまし
た。その第一弾として米味噌の仕込み。白味噌と赤味
噌の違い、発酵と腐敗の違いなど面白くためになる座
学の後に調理実習へ。今回はキットを使ったので簡単
に、おしゃべりしながらあっという間にできました。
食べごろは一年後。楽しみです。
　自炊塾は子どもたちとも一緒に受けたい講座。
　次回は３/27（日）10：00 ～ 12：00 開催です。

可児自炊塾
～手作り味噌を仕込もう～

この日に仕込んだ味噌が NPO センター内で熟成されています

味噌の発酵過程を観察できます。

白味噌の状態からだんだんと味噌が赤くなり

大豆たんぱく質が分解されるまで

あたたかい声をかけてあげて下さい。

【講師】
ケーブルテレビ可児のアナウンサー

川合未紗さん

体・顔・口のほぐし方などを丁寧に教えていただいた
おかげでプロのナレーションに一歩近づいた感じ。そ
こに気持ちを作って乗せていくと、あなたも明日から
ワンランクアップしたナレーションができるようにな
りますよ。

～体 （肩回り） をほぐし中～～音域を広げる練習～

～味噌の種類 ・麹の違いから詳しく説明～

～可児自炊塾では「食」を通して可児のより良いまちづくりを目指していきます。～



助成金情報

 新 着 図 書

ガバナンス　２月号～「人口減少」の中で　自治体の針路・レジリエンス

みんなに必要な新しい仕事　吉岡マコ

ファンドレイジングが社会を変える　鵜尾雅隆

　( 株 ) ぎょうせい

小学館

三一書房

2016 年度東海ろうきん NPO 育成助成

東海労働金庫

子供たちの環境学習活動に対する助成事業

　　　　　　　　　　（公財） 高原環境振興財団

青少年スポーツ振興に関する助成金 （後期）

　　　　（公財） ヨネックススポーツ振興財団

交付の対象団体

青少年スポーツの振興に関する事業を積極的に行い、
奨励し、または自ら行い、
かつ３年以上継続して活動している、一定の要件を満
たした団体とします　　　　　　　　　　　　　　　
　
対象分野

学術・文化・芸術・スポーツ

対象期間   平成 28 年 10 月～平成 29 年 3 月の事業
申請期限   2016 年 4 月 1 日～ 2016 年 6 月 30 日
交付決定　平成 28 年 8 月 31 日（予定）
1 件あたりの上限額 　　　　　　　　　　　　　　　
事業予算の 2 分の 1（上限 100 万円）以内

問合せ　（公財）ヨネックススポーツ振興財団事務局
　TEL：03-3839-7195　　　　　　　　　　　　　
　http://www.yonex.co.jp/zaidan/joseikin.html

内容

緑化や自然体験などの環境学習活動の実践を通じて、
自然環境の保全と改善について地域の子供たちの意識
向上を図ることを目的とする。

対象事業

申請者が小学生以下の子供を対象に行う、緑化や自然
体験などの環境保全に関する体験・学習活動。
事業は平成 28 年 7 月 1 日から平成 29 年 3 月 15 日
までの間に実施・完了するものであること。ただし、
事業が概ね平成 28 年度を通じて実施されるものであ
る場合には、平成 28 年 4 月 1 日以降に開始すること
を妨げない。
事業に対し同様の助成を他から受けていないこと、あ
るいは受ける予定がないこと。

交付申請時期　
2016 年 2 月 1 日～ 2016 年 5 月 20 日
助成金額　総額 400 万円　（上限 50 万円）
問合せ窓口　mail@takahara-env.or.jp
　TEL：03-3449-8684
　http://takahara-env.or.jp/bosyu/02_env_study.　　
　html

内容　ステークホルダーの意識や行動を変え（＝成
　果）、地域や社会にもたらす価値（＝影響 /波及効果）
　の創出を「本気で」志す市民公益活動団体（NPO）　
　の組織基盤を強化する助成プログラムです。東海労
　働金庫とコミュニティ・ユース・バンク momo が協
　働で実施する本プログラムは「社会を変える計画」「事
　業計画」「実行計画」という３つの経営戦略を見直す
　【組織診断】や、組織運営上の課題を解決する【基
　盤強化】を通して、想いを「本気で」カタチにした
　い NPO を応援します。

申請締切　2016 年３月 31 日（木）必着
助成総額　1000万円（３コースの合計）

問合せ　　コミュニティ・ユース・バンクmomo
　〒 461-0002　愛知県名古屋市東区代官町 39-18
　日本陶磁器センタービル５Ｆ　５-D
　NPO 法人中部リサイクル運動市民の会内　
　TEL：052-933-3625　FAX：052-982-9089
　E-mail：info@momobank.net
　http://www.momobank.net/



　

　

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

可児に越してきて20年。地理的なことは分かるけど、可児の歴史だったり文化だったり知らないことが多すぎる私。
まず、第一弾として金山城に行ってきました。色々調べていくと可児市内の中に美濃の国と尾張の国の国境？があ
ることを知り、はるか 500 年前の可児に想いを馳せるのでした。中にいて知らない地域の魅力をこれからも知っ
て体験していきたいと思います。　(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！

～藻谷浩介氏が語る消滅可能性都市なんて言わせない～

～可児市「一流に出会う日」事業～

笛師による、日本の横笛各種の説明と演奏
横笛九華・小学校篠笛クラブの皆さんの叙情歌・他の演奏もお楽しみ頂きます。

演劇的な手法を取り入れたワークショップで、表現力やコミュニケーション能力を引きだしませんか？
大人も時間がたつのを忘れるくらいに真剣になりますよ♪

◆◆　横笛紀行　◆◆

◆◆　表現・コミュニケーションワークショップ　◆◆

◆◆　ヤマカまなびパークまちづくり講演会　◆◆

【主催・問合せ】　NPO 法人　楽しく百歳まで生きる会　・岐阜コミュニティ創造大学
tel：050-7770-8886

【主催】　fun fan ala　【問合せ】　fun fan ala@ezweb.ne.jp  tel:090-4408-6200

【主催・問合せ】　多治見市市民活動交流支援センター　tel：0572-22-0320

日　時：①３月 19 日（土）　②４月 16 日（土）　③５月 21 日（土）
　　　　　10：00 ～ 11：30
場　所：可児市文化創造センター ala
参加費：各回 300 円　（対象者高校生以上）
定　員：各回 20 名

日　時：2016 年３月６日（日）　13：00 開場　13：30 開演
場　所：ヤマカまなびパーク７階多目的ホール
参加費：500 円（前売り）　700 円（当日）　定員２００名（全席自由）
　　　　※かに NPO センターでチケット取り扱い有

日　時：2016 年３月 19 日（土）13：15 開場　14：00 ～ 15：45
場　所：可児市文化創造センター　宇宙のホール
参加費：500 円（全席自由）
※かに NPO センターでチケット取り扱い有り


