つなげよう・ひろげよう・ＮＰＯのわ

かに
６月の休館日

６月５日（日）

だより

NO.164

平成２８年５月２５日発行

第７回子育て応援フェスタ
みんないっしょに遊ぼう♪
日
場

時：2016 年６月５日（日）
10：00 ～ 15：00
所：可児市福祉センター

（可児市今渡 682-1）
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！

可児自炊塾
絵本カフェ
～ぐりとぐらのパンケーキ～
日

★

時：2016 年６月 15 日（水）

10：00 ～ 12：00
場 所：可児市福祉センター１階和室
参加費：親子一組 500 円
（一人追加 300 円）
定 員：10 組（先着順）

キャリスタ 2016

★

わたしたちの夢は
ここから始まる

ｴﾝﾄﾘｰ：2016 年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

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。 どんな夢でも、 子ども自身が思
福音館書店のぐりとぐら大型絵本の読み聞かせ

い描いている夢を自分の力で叶えていきます。

のあとふわふわパンケーキを焼きましょう♬

【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-

終わりました！

大切さが分かりました。何を食べるのではなく、
どう食べるのか。これから子どもと向き合った食
卓にしていきたいです。」という感想を頂きまし

可児自炊塾

た。

～脳科学から考えるハッピーなこそだて～
2016 年５月 12 日（木）

子どもたちの脳や器官、身体など大きく成長す

る時期はある程度決まっています。時期を逃すと
その機能を獲得できずに大人になってしまうこと
も十分にあり得ます。昨今、子どもたちが関係す
る悲しい事件事故が多いです。大人が環境を整え
ていけばそんな事件事故も減っていくのではない
でしょうか。

何事もまず「知る」→「考える」→「決断する」

その為に可児自炊塾を活用してください。

子どもの基本的な脳の発達から考えて、親はど

んなことをしていけば、家庭の中が笑顔であふれ
子どもも大人も快適でいられるのかお話ししまし

た。「10 代、20 代の若い人にも聞いて欲しい」
「頭
が良くなる食べ物とかの話かと思っていたけど全
然違っていてこれなら続けてできそう」「食卓の

人と動物で大きく違うところは
人は食で心も満たすことが
できるというところです。
心が満たされると
子どもたちは
大きく成長していきます。
その成長を促すために
五感を十分に刺激しましょう。

可児市まちづくり
活動助成金審査会
平成 28 年度まちづくり活動助成金事業に 7 つ

の市民活動団体の申請がありました。今年度は新

たに 3 団体、新規事業の申請がありました。ど
の団体の事業も可児市が今抱えている地域課題を
を把握し、その課題に対して正面から向き合い展
開していく事業でした。

まちづくり活動助成金審査会で発表している団

体同士、休憩時間や終了後に連携の動きが見え始
めました。これからは地域に密着した活動がより
求められてくる時代になっていきます。まちづく
り活動助成事業に申請された団体の皆さまをはじ

〔ご報告〕

め、かに NPO センターをご利用してくださって

2016 年 5 月 22 日（日）

になっていくのではないかととても楽しみです。

総会を終えることができました。ありがとう

いる団体の皆さまの力で可児市が過ごしやすい街

皆さまのご協力のもと、可児市 NPO 協会の
ございました。

イベント情報掲載しています
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。

ワークスペース無料貸し出し
ファミリーカーショップ
無料レンタルスペース （約 200 ㎡）
貸し出します
【使用可能な備品】
長机 19 椅子 60 プロジェクター
ホワイトボード

【問合せ ・ 申込み】
ファミリーカーショップ可児店 会議室担当
住 所：〒 509-0213 可児市瀬田 430-1
ＴＥＬ：0574 ー 62 ー 6444
9：00 ～ 19：00
定休日：水曜日
駐車場有

可児市広見 4 丁目
モデルハウスでサークル活動！

モデルハウスにギャラリーを併設
市民団体で！
講座で！
お友だちとのサークル活動で！
ご利用ください。
無料で貸出しいたします。
詳細は事前にお電話でご確認ください。

【問合せ ・ 申込み】
中島工務店 担当瀧花
住 所：〒 509 － 0214 可児市広見４丁目
ＴＥＬ：090 ー 2774 ー 2270
10：00 ～ 17：00
定休日：水・木曜日

〜６⽉市⺠活動カレンダー〜
⽉曜⽇

⽕曜⽇
30

⽔曜⽇
31

⽊曜⽇
01

⾦曜⽇
02

⼟曜⽇
03

◆健康まぁ〜じゃん
13︓30〜15︓30

06

07

08

◆かにぱそ
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00

20
◆かにぱそ
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00

27
◆かにぱそ
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00

04

14

09

◆かにぱそ
13︓00〜15︓00

15
◆⾃炊塾-絵本ｶﾌｪ10︓00〜12︓00
◆はぐくみひろば
ks・363&⽊いちご
10︓00〜14︓00

21
◆IT寺⼦屋
10︓00〜15︓00

10

28

05

18

05
◆⼦育て応援フェスタ
10︓00〜15︓00

12
◆蓮yoga
10︓00〜11︓30

19

◆おもちゃ病院
9︓30〜11︓30 ◆
IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00

23

29

◆かにぱそ
13︓00〜15︓00

17

◆健康まぁ〜じゃん
13︓30〜15︓30

◆健康まぁ〜じゃん
13︓30〜15︓30
◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
13︓30〜15︓30

11
◆⼦どもゆかた着付け
10︓00〜11︓00

16

22
◆ハグくみひろば
＠コネット
10︓00〜14︓00
場所 福祉センター
◆ﾊｯﾋﾟｰｽﾀｲﾙﾈｯﾄ
10︓00〜12︓00

04
◆おもちゃ病院
9︓00〜11︓00
◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00
◆かたびら寄席
14︓00〜

◆健康まぁ〜じゃん
13︓30〜15︓30
◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
13︓30〜15︓30

13

⽇曜⽇

24

25

26

01

02

03

08

09

10

◆みんなで唄う⾳楽会
13︓30〜15︓00

30

◆おもちゃ病院
9︓30〜12︓00

◆健康まぁ〜じゃん
13︓30〜15︓30

06

07

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
◆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
◆ハッピースタイルネット 〜梅仕事〜 090-4441-1420 担当渡邉さん
◆おもちゃ病院かに 090-5102-6163 担当葛⼭さん
◆第22回かたびら寄席 可児無眠落語の会 090-9028-6098 担当板⼭さん
※詳細は必ず主催団体に問合せて確認してください

助成金情報
あしたのまち ・ くらしづくり
活動賞
地域が直面するさまざまな課題を自らの手で解決し
て、住み良い地域社会の創造をめざし、独自の発想に
より全国各地で活動に取り組んでいる地域活動団体・
企業等の活動の経験や知恵などのストーリーをレポー
トとしてぜひお寄せください。震災復興のまちづくり
や震災復興支援の活動もご応募ください。

表彰 ・ 賞状等の贈呈 （予定）

募集の対象

応募の締切

（１）対象団体・活動期間
地域住民が自主的に結成し運営している地域活動団
体、または、地域活動団体と積極的に連携して地域づ
くりに取り組む企業、商店街、学校等。活動に２年以
上取り組み、大きな成果をあげて活動している団体。
（２）活動範囲
市町村地域程度まで。

内閣総理大臣賞・・・・・１件
内閣官房長官賞・・・・・１件
総務大臣賞・・・・・・・１件
主催者賞・・・・・・５件程度
振興奨励賞・・・・・20 件程度

賞状、副賞 20 万円
賞状、副賞 10 万円
賞状、副賞 10 万円
賞状、副賞５万円
賞状

2016 年７月 11 日（月）
問合せ先
公益財団法人あしたの日本を創る協会
住 所：〒 106-0031
東京都港区西麻布３－ 24 － 20
交通安全教育センタービル４階
ＴＥＬ：03 － 5772 － 7201
ＦＡＸ：03 － 5772 － 7202
E-mail：ashita@ashita.or.jp
ＵＲＬ：http://www.ashita.or.jp/

ファイザープログラム
～心とからだのヘルスケアに関する市民活動 ・ 市民研究支援～
助成対象

応募要項 ・ 応募用紙の入手方法

中堅世代の人々（主に 30・40・50 歳代）の心と体

ファイザー株式会社のウェブサイトからダウンロード

のヘルスケアに関する課題に取り組む市民活動および
市民研究とします。

してご利用ください。

応募書類送付先 ・ 問合せ先
助成額
助成金総額：15,000,000 円（７～８件）
1 件あたりの上限額：3,000,000 円

2017 年１月１日～ 2017 年 12 月 31 日

助成期間

2016 年６月６日～ 2016 年６月 17 日

募集期間

ファイザープログラム事務局
市民社会創造ファンド
住所：〒 103-0012

担当：武藤・坂本

東京都中央区日本橋堀留町１－４－３
日本橋 MI ビル１階

ＴＥＬ：03 － 5623 － 5055
ＦＡＸ：03 － 5623 － 5057

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）10：00 ～ 17：00

新 着 図 書
市民活動総合情報誌ウォロ
生き心地の良い町
消しゴム仏はんこ。
ガバナンス

５月号

４・５月号

大阪ボランティア協会
岡

檀（講談社）

津久井智子・麻田弘潤〔諸行無常ズ〕（誠文堂新光社）
（株）ぎょうせい

掲 示 板

◆◆

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！

ともびき感謝祭

in 八百津

◆◆

『いのちの歌コンサート』
～笑顔の町、八百津へようこそ～
時：2016 年５月 29 日（日）
9：00（開場）～ 12：30（終了）
場 所：のうひグリーンホール八百津
参加費：無料（予約不要）
日

◆◆

健康まぁ～じゃん

◆◆

初心者の方でもスタッフが説明しながら進めます
みなさんの多数のご参加お待ちしております
日

時：毎週木曜日

場

所：総合保健センター（検診会場）

13：30 ～ 15：30

参加費：500 円（飲み物・お茶菓子・保険料など）
申込み：直接会場にお越しください

【主

催】 ともびき感謝祭実行委員会

【問合せ】 のうひ葬祭

0120 － 24 － 0702

場

逢縁（おうえん）

【問合せ】 080 － 1557 － 8802（担当：にき）

第３回 NPO のための

◆◆ 台所こそだて ◆◆

「伝わる広報の基本」セミナー＆ NPO 交流会

時：2016 年６月 22 日（水）
10：00 ～ 12：00

所：総合会館分室内

かに NPO センター

材料費：実費
定

【共催】 ぷらっとほーむ

みんなが HAPPY になる
～ 梅しごと ～
白梅・しそ漬け・オリーブオイル漬け
はちみつ漬け・梅塩（全て持ち帰りです）
日

【主催】 一般社団法人総合保健センター

員：10 名（先着順）

【主催・問合せ】 ハッピースタイルネット
ＴＥＬ：090 － 4441 － 1420

mail：happystylenet@hotmail.co.jp

団体の活動を伝える大事な手段である広報！
伝わる広報について専門家を招き学んで頂きます。
終了後はざっくばらんに NPO 交流会開催♬
日

時：2016 年６月 23 日（木）

場

所：とうしん学びの丘エール

13：30 ～ 16：30

参加費：無料

持ち物：エプロン・団体パンフレット
【主催・問合せ】 東濃信用金庫
とうしん地域活力研究所

NPO 支援グループ

ＴＥＬ：0572 － 28 － 3021
ＦＡＸ：0572 － 28 － 3023

【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
★★ 編集後記 ★★
気づけばもう一年の半分が終わろうとしていますが、NPO 団体や市民活動団体の活動は総会が終わったこ
れからが活動本番ですね。社会情勢に応じて変化するニーズ。これをどうとらえて活動していこうか・・・。
今年度も自問自答の日々がスタートしそうです。
【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

