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NO.162

     　平成２８年３月２５日発行

だよりかに

日　時：４月３日（日） 
              10：00 ～ 12：00（9：30 受付）
場　所： かに NPO センター 
講　師：片桐辰徳さん（理学療法士）
参加費：500 円（小学生と保護者 1 組） 
　　　　（1 名増員ごとに追加 300 円）
定　員：10 組（先着順）　申込締切：３/27（日）
持ち物：筆記具

【このページの催しに関する申込み・問合せ】
　かにNPOセンター　tel:　0574-60-1222

二極化する子どもの運動器障害。

あなたの周りにいる子どもたちはしゃがむことができますか？ 

腰を反らすことができますか？

子どもの体のことを知るチャンスです！

～あなたのお子さん　運動器機能大丈夫？～

子どものためのスポーツ塾

日　時：４月 17 日（日）　 
　　　　　昼の部　14：00 ～ 16：30 
　　　　　夜の部　18：30 ～ 21：30 
　　　　　※開場は各回とも開演 30 分前より
場　所：横超山光蓮寺（可児市瀬田 718）
参加費 ：1000 円（未就学児の入場はご遠慮下さい）
　　　　※要事前予約・当日精算

このドキュメンタリーは” 今を生きようとする僧侶たち” が仏の教

えを通して、 個（ 自身） と社会をみつめる活動を、 それぞれの

切り口で行っている様子を追っています。

「 いのちを活かし生きるとは？」 過去に捕らわれるのではなく、

未来にひっぱられるのでもなく、 大事なことは、 今ここに” 在る”

自身をみつめ生きること。

この作品を通して皆さんにも今一度、 問うてもらえたらと思いま

す。

Buddhist　県内初上映会
～映画出演者「 麻田弘潤さん」 をゲストでお招きします～



　 　

　 　

終わりました！

会計講座　　 

　　　　　～決算報告編～
【講師】　田島宏美さん 

　　　　　　（税理士）

　NPO 法人会計基準の概要・具体的な決算の流れを
２回に分けて教えて頂きました。ちょっとしたコツさ
え分かっていれば決算月に焦ることはありません。「活
動報告をみると団体の中身がわかる」会計ってそのく
らい大切なことだと感じました。

まちづくり活動助成金　　 

　　　　　　～活動報告会～

　2015 年５月の審査会を経て可児市まちづくり活動
助成を受けて７団体が事業を実施しました。各団体が
一年間活動してきて得た成果を報告しました。審査
会・報告会はどなたでも聞くことができます。あなた
も 2016 年度まちづくり活動助成に申請して可児市の
まちづくりに参加しませんか？

ふるさとを知ろう　　 

　　　　～今渡・土田界隈～

　可児市文化財課長沼さんのナビゲートで歩く街は普
段とは景色が違いました。今度は友だちを誘いたい、
子どもと一緒に参加したいという声も多数聞かれまし
た。可児の歴史を学びながらのウォーキングで可児市
により愛着がわきました。

コネット学習ひろば

～キミチャレってなぁに？～

【講師】　柴田朋子さん 
　　　（キャリアコンサルタント）

　子どもの未来を切り拓く事業～キミも今日からチャ
レンジャー～、略して『キミチャレ』。子どもに関わ
る色々な立場の方にご参加いただき、考案者の柴田さ
んより『キミチャレ』の意義と実践のコツを教えて頂
きました。実施が本当に待ち遠しいです♪　



助成金情報

 新 着 図 書

市民活動総合情報誌　ウォロ　２・３月号

月刊ガバナンス～復興の現在位置と第２ステージ　３月号

できるかも。働く母の ” 笑顔がつながる ” 社会起業ストーリー

　大阪ボランティア協会

ぎょうせい

林　恵子

第３３回 （平成２８年度）

老後を豊かにするボランティア活動資金

可児市まちづくり活動助成事業 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜可児市＞
助成内容

【まちづくりスタート助成】
これからまちづくり活動を始めようとしている団体が
行う調査・研究活動に対して助成します。
助成回数の限度　　一団体につき連続２回まで 

【まちづくり活動助成】
可児市を中心として行われる創意工夫にあふれたまち
づくり活動に対して助成します。
助成回数の限度　　同一の活動につき通算３回まで 
 
助成額　　対象経費の 2 分の 1 以内 
　　　　　（千円未満切り捨て、上限５万円）  
　　　　　助成金のうち２分の１に相当する額を市が 
　　　　　発行する地域通貨 K マネーで交付します。

助成の対象とならない活動

国、県または市から他の助成等を受けている活動や、
政治・宗教・営利を目的とした活動、事業の効果が特
定の個人または団体のみに帰属する活動などは対象と
なりません。

助成対象

地域において、高齢者を主な対象として活動している
比較的小規模なボランティアグループ

助成対象となる活動内容および使途 （例）

① 高齢者を対象とした生活支援サービス
② 高齢者と他世代との交流を図る活動
③ 高齢者による、地域環境の改善につながる活動
④ レクリエーションを通じて高齢者の生活を豊かに
する活動

申請締切　2016 年 2 月 1 日～ 2016 年 5 月 31 日
助成総額　助成金総額： 12,000,000 円 
　　　　　1 件あたりの上限額： 100,000 円 

問合せ　みずほ教育福祉財団 福祉事業部
TEL：03-3596-4532、FAX：03-3596-3574
E-mail： FJP36105@nifty.com 
http://www.mizuho-ewf.or.jp/ 

応募条件

応募できるのは、次の条件をすべて満たす団体です。
1. 構成員が５人以上であること 
2. 可児市を中心として活動していること 
3. 会則、規約などを定めていること 
4. 政治・宗教・営利を目的としていないこと 

● 説明会の開催

日　時：平成 28 年 4 月 1 日 ( 金 ) 午後 1 時 30 分～
場　所：かにＮＰＯセンター
●書類の受付期間

平成 28 年 4 月 1 日 ( 金 ) ～ 4 月 27 日（水 ) 　　　 
午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分
かにＮＰＯセンター 
可児市下恵土 5166-1 総合会館分室内  
電話 60-1222　※土日も開館しています

▲平成 27 年度助成金審査会の様子

■平成28年度企画発表会■

2016年５月 21（ 土） 午後

広見公民会ゆとりぴあ　（ 開催予定）



　

　 　

示示 板板掲掲

日　時：2016 年４月 24 日（日）　 
　　　　13：30 開場 
　　　　14：00 ～ 16：00
場　所：可児市文化創造センター　
              演劇ロフト
参加費：2000 円（全席自由）

【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

　暖かい空気が吹き抜ける季節となりました。別れと出会いが私たちの目の前を通り過ぎていきます。この季
節になると色々なことを思い出します。そんな素敵な思い出を未来の子どもたちにも経験して欲しいと願って
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！

【申込み受付期間】
2016 年３月 26 日（土）～４月 10 日（日）

【申込み方法】
法人名・担当者名・連絡先を fax またはホームペー
ジよりお申込み下さい

第 4 回勉強会
～無限の可能性を信じて～

◆◆　キャンナス岐阜　◆◆◆◆ホームページ無料作成します◆◆

【主催・問合せ】　キャンナス岐阜事務局
tel：058-214-6592

【申込み・問合せ】　 
株式会社レインハビタント（古川） 
tel：0574-49-6118　fax：0574-49-6119
http://www.reinhabitant.co.jp

申込み先着２団体のホームページ
表紙＋８ページ無料で作ります

日　時：2016 年４月 17 日（日） 
　　　　10：00 開場 10：30 ～ 12：30
場　所：可児市文化創造センター　
参加費：500 円（全席自由）　定員 50 名
参加対象者：
障がい児者とそのご家族、医療・福祉関係者、支援者、
行政の方、キャンナス岐阜の活動に興味のある方

「健康第一が目的」の麻雀です。
初心者の方もぜひお越しください

◆◆　健康まぁ～じゃん　◆◆

【主催・問合せ】　ぷらっとほーむ　逢縁
tel：080-1557-8802（担当：にき）

日　時：2016 年４月 7 日、14 日、21 日、28 日 
　　　　13：30 ～ 15：30
場　所：総合保健センター　 
　　　　（可児市下恵土 5391）
参加費：500 円（飲み物・お茶菓子・保険料など）
　　　　参加申し込み不要 
　　　　当日時間までに会場へ直接お越し下さい。

可児市出身の若手実力派 
フルーティスト　初リサイタル

◆◆　加藤早紀ﾌﾙｰﾄﾘｻｲﾀﾙ　◆◆

【主催・問合せ】　 
フルート教室トワ・エモワ

mail：katosaki.flute@gmail.com（加藤）


