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     　平成２８年４月２５日発行

だよりかに

日　時：2016 年５月 21 日（土） 
              13：00 ～ 15：30（12：30 受付）
場　所： 可児市総合会館分室 
　　　　２階大会議室
応募提出期限：4 月 27 日（水）17：30
応募提出先：かに NPO センター

【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-

～企画発表会～

可児市まちづくり活動助成金

エントリー：2016 年５月 16 日～６月５日
説明会：2016 年 7 月３日（日）
参加費：無料（掛かる費用は実費負担）
期　間：エントリー終了後 20 組を選考から９月末まで

対　象：小学４年生～中学３年生

★ キャリスタ ★

～わたしたちの夢はここから始まる～

可児市まちづくり活動助成金の企画発表会。

企画発表会はどなたでも見学可能です。

可児市の市民活動団体がどんな事業をしているか 

ぜひ聞きに来てください。

日　時：2016 年５月 12 日（木） 
              10：30 ～ 13：00（10：00 受付）
場　所： 可児 NPO センター
参加費：1,000 円（ランチ付き）
定　員：10 名（先着順）
　　　　　　　　　　申込締切 5/5（木）

脳科学から考える

ハッピーなこそだて

基本的な成長の仕組みを理解して、 ココロ軽やかに

こそだてできるお話しをします。

後半は可児の郷土料理「 さよりめし」 を 

食べながらみんなでおしゃべりします。

日　時：2016 年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）

第７回子育て応援フェスタ

夏休みに 「子どもたち自身がやりたいことを考え」

「子どもたち自身の力で夢をかなえる」

サポートをします。

企画 ・ 行動計画 ・ 買い出し ・ アポイントなど

子どもの「できる」 を信じて任せます。

可児自炊塾

赤ちゃんもキッズもママもパパもじいじ、 ばあばも

みんなみんな遊びに来てね♥
キッズダンスに手作り雑貨、 フリマやカフェに屋台 

な～んでもあるよ。

フェスタに来るとドキドキワクワクがいっぱい！

可児市 NPO 協会総会のご案内
2016 年５月 22 日（日）　13：30 ～

可児市総合会館分室　第一会議室

５月の休館日　５月 29 日（日）

【 お礼 】　 

Buddhist 上映会において平成 28 年熊本地震の義援金（19,938 円）

をお預かりしました。みなさまから寄せられた義援金は責任をもって

熊本へお届けします。かに NPO センターでは引き続き義援金を受け

付けています。

みんないっしょに遊ぼう♪



　 　

　 　

終わりました！

可児市まちづくり 

　　　　活動助成金説明会

　今年度も可児市で活動する市民団体を応援します。
総勢 10 団体ほどの方が説明会に出席。可児市まちづ
くり活動助成金はスタート助成・活動助成の二つに分
かれています。申請書の書き方、運営の相談などはか
に NPO センターでサポートします。

可児自炊塾

　　～子どもスポーツ塾～

　理学療法士さん 3 名の指導で小学生の子どもたち
の運動器機能についての講座です。子どもたちの運動
器機能の二極化が進んでいます。激しいスポーツによ
り体を壊す子、日常生活に支障をきたすような関節の
可動域が狭い子。上手にしゃがめなかったり、動けな
かったり ･･･。参加親子それぞれで驚きの 2 時間でし
た。引き続き開催していきたいと思います。

映画　Buddhist
上映会

　出演者麻田弘潤さんのトークセッション付きの素晴
らしい上映会となりました。お寺の厳かな雰囲気で見
る映画は見るものそれぞれに受け取るものが違い、そ
の違いに気づけたのは麻田さんが一緒に参加して下
さったからだと思います。最後の「私たちは心の中の
モヤモヤをもってスッキリ生きていける」と言った麻
田さんの言葉が印象的でした。

可児自炊塾

　　～みそまるをつくろう～

　手作りインスタントみそ汁、「みそまる」を大人も
子どもも一緒に作りました。2013 年に世界文化遺産
に登録された和食。でも、大学生の 1 割しか毎日み
そ汁を食べていないという現状。みそまるなら安い・
簡単・美味しい！ぜひ一度お試しください。当日は天
然出汁と顆粒出汁の飲み比べ実験もしました。



　
　

　

　 　

イベント情報掲載します
かに NPO センター　ホームページ

リニューアル！！！

かに NPO センターの HP が新しくなりました。
HP からセンター会議室の空き状況が確認でき、
仮受付ができるようになりました。各市民団体の
活動スケジュールも分かりやすく載っています。
まちづくり活動助成の情報も分かりやすくなりま
した。
ぜひ、アクセスしてみてください♪
http://kani-npo.gr.jp/

センターに届いた情報は様々な媒体を使って発信していきます！ぜひ情報をお寄せください。
NPO だよりの原稿締切が毎月 15 日ですのでそれまでにお寄せいただいた情報が掲載可能です。

掲載媒体によって締切が異なりますので詳しくはかに NPO センターでご確認ください。

＝掲載媒体＝

NPO だより・Facebook・かに NPO センターホームページ
　　岐阜県子育て情報誌「きらきら」可児市ページ

　　（「きらきら」は幼稚園保育園世代向き情報誌です）

のうひ葬祭 「のうひかわら版」

イベント情報が掲載できます

のうひ葬祭「市民活動団体応援企画！」
新聞折り込みチラシ「のうひかわら版」にイ
ベントや講座情報を掲載できるようになりま
した。
詳細はのうひ葬祭マーケティング部へお問い
合わせください。
次号は7/15号、申込み締切は6/15（水）です。
同封の申込用紙にご記入の上ご提出くださ
い。なお希望者多数の場合、掲載できない場
合があります。ご了承ください。

中日ハウジングセンター

活用のご提案！

中日ハウジングセンターでは地域団体の方々
に無料で会議室やイベント広場を貸し出して
います。
・啓蒙活動
・サークル活動
・発表会
・手作り市　　　　　など
※平成 26 年度には 35,000 人の来場者がありました

【問合せ ・申込み】

のうひ葬祭マーケティング部
担当　岩田・井上

tel:0120-24-0702
fax:0574-27-5677
mail：k-iwata@nouhi.co.jp

【問合せ ・申込み】

可児中日ハウジングセンター
可児市下恵土 4100
センターハウス
tel:0574-61-0837

〔営業時間〕10：00 ～ 17：00
〔定休日〕水曜日（祝日営業）



⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇ ⽇曜⽇
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02 03 04 05 06 07 08
憲法記念⽇ みどりの⽇ こどもの⽇ ◆IT寺⼦屋

10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00
◆おもちゃ病院
9︓00〜11︓00

◆蓮yoga
10︓00〜11︓30

09 10 11 12 13 14 15
◆かにぱそ
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00

◆IT寺⼦屋
13︓30〜15︓30
◆かにぱそ
13︓00〜15︓00

◆ks・363＆⽊いちご
10︓00〜14︓00
場所　福祉センター

◆可児⾃炊塾
10︓30〜13︓00
◆IT寺⼦屋
10︓00〜15︓00
◆健康まぁ〜じゃん
13︓30〜15︓30

◆⼦どもゆかた着付け
10︓00〜11︓00
（結美の会）

16 17 18 19 20 21 22
◆健康まぁ〜じゃん
13︓30〜15︓30

◆第13回
野⿃写真展
9︓00〜19︓00
（5/20〜5/22）

◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00
◆Fun Fan ala
表現ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝWS
10︓00〜11︓30
◆おもちゃ病院
9︓30〜11︓30

◆ロバの⾳楽座
14︓00〜15︓15
◆はるこま舞踏ショー
13︓00〜16︓00

23 24 25 26 27 28 29
◆かにぱそ
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00

◆IT寺⼦屋
13︓30〜15︓30
◆かにぱそ
13︓00〜15︓00

◆ハグくみひろば
＠コネット
10︓00〜14︓00
場所　福祉センター

◆健康まぁ〜じゃん
13︓30〜15︓30
◆IT寺⼦屋
10:00〜15:00
◆ゆうゆう健康ｳｫｰｸ
9︓00〜12︓00

◆みんなで唄う⾳楽会
13︓30〜15︓00

◆おもちゃ病院
9︓30〜12︓00

30 31 01 02 03 04 05
◆かにぱそ
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00

◆IT寺⼦屋
13︓30〜15︓30

各イベントに関しての問合せ・申込み
◆健康まぁ〜じゃん　開催場所︓総合保健センター　（可児市下恵⼟5391）　　080-1557-8802　担当にきさん
◆IT寺⼦屋　内容・受講料・開催場所が曜⽇によって異なります。　0574-64-0393　担当⼤野さん
◆⼦どもゆかた着付け教室　市⽂化協会和装部　結美の会　090-2265-1565　担当前畑さん
◆Fun Fan ala　090-4408-6200
◆かにぱそこんくらぶ　080-6945-3880　担当⾕中さん
◆みんなで唄う⾳楽会　愛岐ケ丘ミュージックサロン　080-6945-3880　担当⾕中さん
◆ゆうゆう健康ウォーク　可児市⽣涯学習「カホーラ」　0574-65-7265　担当鈴⽊さん
◆第13回野⿃写真展　可児野⿃写真倶楽部　0574-65-5615　担当宮⽊さん

〜5⽉市⺠活動カレンダー〜

※詳細は必ず主催団体に問合せて確認してください

◆まちづくり活動助成

助成金審査会



　

　

助成金情報

 新 着 図 書

月刊ガバナンス４月号　計画から実行へ～問われる自治体の力量

ぎふ多胎家庭白書

地域づくり　１月号・２月号・３月号

　ぎょうせい

特定非営利活動法人　ぎふ多胎ネット

一般財団法人地域活性化センター

高齢社会助成／地域福祉チャレンジ活動助成 　 
（公財）日本生命財団（ニッセイ財団） 

第４回 スポーツ振興賞
（公社）スポーツ健康産業団体連合会／（一社）日本スポーツツーリズム推進機構

助成対象

スポーツを通じて健康づくりをし、ツーリズムや産業
振興、地域振興（まちづくり）に貢献されている団体、
グループ、企業に助成。 
 
助成額 
助成金総額： 700,000 円 
1 件あたりの上限額： 200,000 円  
 
選考基準

①健康づくり・まちづくり 
スポーツを通じて健康づくりをしているか。スポーツ
を起爆剤としてツーリズムや産業振興、地域振興（ま
ちづくり）に貢献しているか。
②市民参加  
市民が積極的に参加できる仕組みがつくられている
か。
③事業の健全性 
事業の内容及び活動が健全であるか。
④交流・連携 
地域の内外を問わず交流や連携が行われているか。 

助成対象

地域包括ケアシステムの展開につながる次の４つの
テーマのいずれかに該当する活動。
1. 認知症 (「若年認知症」を含む ) の人の地域での生
活を支えるチャレンジ活動 ( 本財団恒久分野 )
2. サービスの創出に向けてのチャレンジ活動 ( 独自財
源づくりを含む )
3. インフォーマルサービスとフォーマルサービスの
連携による地域づくりに貢献するチャレンジ活動
4. 医療・介護・福祉・保健の連携を実現するためのチャ
レンジ活動  
募集期間　2016 年 3 月 14 日～ 2016 年 5 月 31 日

⑤継続・発展 
活動が継続的に行われ、将来の発展性が見られるか。
⑥評価 
参加者、市民、自治体に評価されているか。
⑦望ましい事項 
独創性に富んでいる｡ イメージ向上に貢献している｡
新聞､ テレビ､ ラジオ等で取り扱われている等
 

募集期間

2016 年 3 月 15 日～ 2016 年 5 月 16 日 
 

問合せ先

公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 事務局
住 所：〒 106-0032 東京都港区六本木６－２－３３ 
六本木ヒルズノースタワーアネックス３F
ＴＥＬ：０３－６４３４－９５１０  
ＦＡＸ：０３－６４３４－９５１１
E-mail：jdy06327@nifty.ne.jp  
ＵＲＬ：http://www.jsif.or.jp/

助成額　 
助成金総額： 12,000,000 円 
1 件あたりの上限額： 100,000 円 

問合せ

〒 541-0042  
大阪市中央区今橋 3-1-7 日本生命今橋ビル 4 Ｆ
ニッセイ財団 高齢社会助成 事務局
ＴＥＬ 06-6204-4013 
ＦＡＸ 06-6204-0120 
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02_
gaiyo.html 



　

　 　

示示 板板掲掲

日　時：毎月第 2 日曜日　 
　　　　10：00 ～ 11：30
場　所：光蓮寺　
              （岐阜県可児市瀬田 718）
参加費：500 円／ 90 分
持ち物：YOGA マット・タオル・お水

【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

新緑が青空に映え、カメラを持ち出して散歩に行きたくなります。可児市にはたくさんの城址があります。最
近は整備されている場所もあるので市内の城址めぐりも楽しいかもしれません。ちょっと前にブームになった
ネイチャーリングにでも出かけてみようかな。（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！

日　時：2016 年５月 22 日（日）
　　　　14：00 ～ 15：15（開場 13：30）
場　所：多治見市南姫公民館ホール
参加費：大人 2,000 円（当日券 2,500 円）
　　　　　　　　　　　　　※高校生以上
　　　　子ども 1,000 円（当日券も同額）
　　　　　　　　　　　　　※２歳未満無料

今年も、華やかな踊りと唄に 
酔いしれていただきましょう

◆◆　第 22 回はるこま舞踏ショー　◆◆◆◆　ロバの音楽座　◆◆

【主催・問合せ】　 はるこまの会 
               tel：0574-25-5569（かすみ）

【主催・問合せ】 うなぎ（子どもの未来を守る会）
090-8552-6249（菱川）

minonounagi@yahoo.co.jp

心温まる不思議な音のパレード
愉快なコンサート

日　時：2016 年５月 22 日（日） 
　　　　13：00 ～ 16：00（12：30 開場）
場　所：美濃加茂市文化会館大ホール
参加費：無料 
演　目：新舞踊～日本舞踊「四季のみやび」
　　　　創作舞踊　「おちょん雀」

パンカフェの
小さな福祉まつり

◆◆　パンカフェ５丁目ｻﾛﾝﾙｰｷｰ ◆◆

【主催・問合せ】　パンカフェ５丁目
tel ＆ fax：0574-64-1197 

mail：pancaffe5@outlook.jp

日　時：2016 年５月 20 日（金）・21 日（土） 
　　　　10：00 ～ 15：00
場　所：東鉄バスパンカフェ５丁目バス停横 
　　　　可児市桜ケ丘 5-16
　可児市近郊の福祉施設のみなさんが製作した人気
の布小物・クッキーなどの焼き菓子の出店販売会

お寺という仏さまも見守る静かな場所で
ハタヨガが体験できます

◆◆　蓮ヨガ　◆◆

【主催・問合せ】光蓮寺
mail: yuttariyoga@gmail.com




