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だよりかに

【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-

～ワールドカフェ～　人口減少社会を考える

【日　時】2016 年７月 13 日（水） 
　　　　　12：00 ～ 15：00
【場　所】かに NPO センター
【対　 象】 一般
【参加費】3,000 円
【定　員】20 名（先着順）
【講　師】こばやしりえ断捨離 ® 公認トレーナー

　断捨離 ® は単なる片づけ術ではありませ
ん。断捨離とはモノへの執着を捨てることが
最大のコンセプト。” その人のことを知りた
ければ財布を見よ、財布の中身が知りたけれ
ば家を見よ。“ とは昔の人はよくいったもの
です。手放すことで見えてくるものや得られ
るものがたくさんあります。モノに人間関係
や自分自身の心の中が表れています。生活空
間が整うとあらゆるものが整ってきます。パ
パ・ママ・おじいちゃん・おばあちゃん、子
育て環境を７月 13 日から劇的に変化させま
しょう。
※大人向きの断捨離講座は 7、9 月

※学生向きの断捨離講座は 8 月

詳細は、かに NPO センターまでお問い合わせください

７月の休館日　
７月９日（土）、10 日（日）、24 日（日）

＜ 3 回連続 断捨離 ® 講座＞

＜可児市創造会議＞

【日　時】2016 年７月 20 日（水） 
　　　　　14：00 ～ 17：00
【場　所】可児市文化創造センター　ala
【対　 象】 40 歳以下の男女
【参加費】無料
【定　員】20 名（先着順）

　可児市が策定した人口ビジョン（平成 27 年）によると、
平成 72 年に人口約８万人を目指すとされています。現在
約 10 万人の人口が８万人に減少すると「社会はどうなる
のか」「その時代を担う世代としてどう生きたいのか」を
10 代～ 30 代の若年世代で気軽に意見交換しましょう。

断捨離 ® は断捨離提唱者やましたひでこの登録商標です。本講座は、やましたひでこ公認トレーナーによって行われます。



　

　

終わりました！

第７回

　　子育て応援フェスタ

可児自炊塾　絵本カフェ

　7 回目を迎えた「子育て応援フェスタ」今年も
たくさんのボランティアさん、出店者さんのおか
げで無事に開催することができました。来場者は
過去最多の 4000 人。駐車スペースが足りずに多
くの方にご迷惑をおかけいたしました。子どもも
大人も工作にクイズに夢中になり、会場が笑顔で

　～ぐりとぐら　大型絵本の読み聞かせ～

2016 年６月 15 日（水）

　ママたちも幼い頃よく読んだ、そしてよく読ん
でもらった「ぐりとぐら」。未就園児の子どもた
ちが集まって読み聞かせ。読み聞かせが終わった
らぐりとぐらになりきってみんなでパンケーキを
作りました。
　今回の「可児自炊塾」の目的は子どもを台所に
入れて子育てするきっかけ作り。子どもが台所に
入って家族の役に立ちたいと思う年齢は意外に早
くて 1 歳頃から。これは科学的に証明されてい
ます。この頃の「台所に立ちたい」という気持ち
を大人が受け止めることができないと、子どもた
ちは大きくなっても台所に入って料理を作ろうと

2016 年６月５日（日）

あふれる一日になりました。
　今年は例年同様の出店に加え、小学生・中学生・
高校生が 15 年後・30 年後の可児市を考えるパ
ネルを展示。子育て世代の 20 代、30 代のお父
さんお母さんにも一緒に考えてもらいたい！とい
うことでちょっとした聞き取り調査も実施しまし
た。” 地域ごとに世代別人口分布がこんなにも違
うなら、必要な医療ケアの方法や災害時の対応も
かなり違ってくるのではないか？ ” などたくさん
のご意見をうかがうことができました。この可児
市の未来ビジョンについては、引き続き学生を中
心にワークショップを行います。
　来年は 2017 年 11 月可児市文化創造センター
で開催予定です。

しません。更に生まれてから味覚が発達してきて
味覚の成長が著しい 3 歳から８歳までの間にい
かに食に触れさせて子育てするか？これは子ども
たちの未来の健康を左右します。
　そのうち料理の仕方も覚えるでしょう
　いつかできるようになるでしょう
その、いつかはいつ訪れるのでしょうか？
私たち大人は一体いつまで子どもと一緒に居るこ
とができるのでしょうか？子どもに「生き抜く力」
を身に付けさせる環境づくりを可児自炊塾では応
援しています。



　

　
コネットひろば　＠福祉センター

　

イベント情報掲載しています
NPO センターホームページで

各団体活動スケジュールＰＲ

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。

あそびを通してこどもの発達をちょこっと応援！

ひろばは保育士 ・ 子育て中のママが運営しています。

気軽に遊びにきてね♬

2016 年 7 月 19 日（ 火）
10 ： 00 ～ 14 ： 00

魚釣り ・ 折り紙の虫捕り

絵本の読み聞かせ ・雑貨販売

子どもとママが一緒に挑戦する工作

千本引きでは豪華な景品も！

コネット夏祭り

コネットひろばスケジュール

10 ： 00 ～ 14 ： 00

第１水曜日　ハンドメイド ・ 雑貨販売

第３火曜日　子育てサロン

　　　　　（ 育児イベント・発達あそび）

第４水曜日　子育て相談

※開催日に変更があることがあります。詳しくは
HP でご確認下さい。　http://kani-npo.gr.jp/

集団行動が苦手なお子さんも

参加しやすい工夫をしています。

落ち着きのない子、 内気な子、 言葉の遅い子、 元気な子

どんなお子さんも大丈夫。

ママも悩み事から日々のグチまでなんでも

おしゃべりに来てください。

7 月の開催日　６日 （水）、 19 日 （火）、 27 日 （水）

8 月の開催日　３日 （水）、 24 日 （水）



⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇ ⽇曜⽇
27 28 29 30 01 02 03

◆おもちゃ病院
9︓00〜11︓00

04 05 06 07 08 09 10
◆ハグくみひろば
⽊いちご＆bochibochi
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
10︓00〜12︓00
13︓30〜15︓30

◆⼦どもゆかた着付け
10︓00〜11︓00

◆蓮yoga
10︓00〜11︓30

11 12 13 14 15 16 17
◆かにぱそ
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00

◆かにぱそ
13︓00〜15︓00

◆⾃炊塾
〜断捨離〜
12︓00〜15︓00

◆健康まぁ〜じゃん
13︓30〜15︓30

◆おもちゃ病院
9︓30〜11︓30

18 19 20 21 22 23 24
◆ハグくみひろば
ks・363&ひまわり
10︓00〜14︓00
場所　福祉センター

◆可児市創造会議
可児⾼校
エンリッチプロジェクト
14︓00〜17︓00

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

◆みんなで唄う⾳楽会
13︓30〜15︓00

◆おもちゃ病院
9︓30〜12︓00

◆ﾏｰｼｰｻｰﾋﾞｽ可児
13︓30〜16︓00
◆可児⺟⼦寡婦福祉連
合会
13︓00〜14︓30
◆鳩吹⼭を緑にする会
10︓00〜11︓00

25 26 27 28 29 30 31
◆かにぱそ
13︓00〜15︓00
◆ハッピースタイルネット
10︓30〜13︓00

◆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

◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00
◆JC乗鞍登⼭キャンプ
（7/31まで2⽇間）

01 02 03 04 05 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　〜防災と⾷〜　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
◆マーシーサービス可児　0574-49-9416
◆JC（⼀般社団法⼈⻘年会議所）0574-62-9010
◆可児⺟⼦寡福祉連合会　0574-60-3311（可児市⽂化創造センター　インフォメーション）

〜７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



　

　

助成金情報

 新 着 図 書

女性目線で徹底的に考えた防災 BOOK

子どもを守る防災 BOOK

ソシオ・マネジメント　2016　vol. ３

ガバナンス　６月号

　クロワッサン（マガジンハウス）

猪熊　弘子・編（Gakken）

ＩＩＨＯＥ［人と組織と地球のための国際研究所］

（株）ぎょうせい

第 26 回環境活動助成先公募

第 17 回中部の未来創造大賞

　「中部の未来創造大賞」は、住民、企業・学校、行
政等が取り組んでいる地域づくりの活動を募り、表彰
し、広く一般に紹介することによって「新たな公」に
よる、これからの新しい中部の「地域づくり」に役立
てていくものです。

募集の対象

１．住民、企業・学校、行政が工夫して取り組んでい
　　る地域の活動
２．災害時の人命救助、復旧活動や防災に関する活動
３．伝統的な建造物の保存、復興等を行っている活動

応募条件

●長野、岐阜、静岡、愛知、三重の５県内における活
動を対象とする
●自らが参加している活動であり、特許・著作権また
はプライバシー等の権利を侵害しないものに限ります
●資格、年齢等は問いません
●再応募ができます。

（但し、これまでの「中部の未来創造大賞」にて大賞を受賞された活動は除きます）

助成対象

＜ 1 基本テーマ＞
「生物多様性の保全と持続可能な利用のために」
＜ 2 活動分野＞
A. 植樹　B. 森林整備　C. 砂漠化防止
D. 里地、里山、里海の保全　E. 湖沼・河川の浄化
F. 野生生物の保護　G. 絶滅危惧生物の保護
＜ 3 助成対象事業＞
①開発途上国および日本国内で、上記 2.（活動分野）
　に該当する事業
②フィールドワークを伴う活動
※①②の条件を満たす事業に助成

応募方法

応募用紙に必要事項をご記入のうえ、下記の提出先ま
で送付して下さい。
http://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/mirai/index.thm 
 

応募の締切

2016 年７月 31 日（日） 

 

問合せ先

中部の未来創造大賞推進協議会事務局
国土交通省中部地方整備局企画部企画課
TEL：052-953-8127 

提出先

中部の未来創造大賞推進協議会事務局
〒 460-8575　名古屋市中区丸の内三丁目５番 10 号
　　　　　　　名古屋丸の内平和ビル８Ｆ
TEL：052-962-9455　FAX：052-950-1178 
E-mail ：mirai@ckk.or.jp

助成額 
助成額総額 1 億円（１件当たりの上限なし）

助成期間　2017 年 4 月 1 日～ 2018 年 3 月 31 日
募集期間　2016 年 6 月 1 日～ 2016 年 8 月 20 日

問合せ先

( 公財 ) イオン環境財団 担当者
〒 261-8515 千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１
TEL : 043-212-6022 FAX : 043-212-6815
E-mail : ef@aeon.info
ホームページ : http://www.aeon.info/ef/ 

※新たな公とは
行政だけでなく、地域への誇り・愛着を共有する住民・地域団体・NPO 企
業等の多様な民間主体が協働して、地域づくりの活動を実践する考え方です。



　

　 　

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

　６月１日、改正ＮＰＯ法が公布されました。これにより認証申請の縦覧期間が２カ月から１カ月に短縮され、
設立や定款変更がスムーズになります。他にも改正された箇所がありますので関係のある方は一度ご確認下さ
い。（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７月 24 日（日）
　　　　10：00 ～ 11：00　（受付 9：30）
場　所：薬王寺
参加費：無料

マーシ―サービス可児４周年記念コンサート
～僕たち私たちの響き～

◆◆　マーシーカーニバル　◆◆◆◆　ヒメコウホネと大賀ハスの観察会　◆◆

【主　催】　 NPO 法人響愛学園 
　　　　　マーシーサービス可児

【問合せ】　0574-49-9416
　　　　　kani@kyoai-gakuen.com

【主　催】 　鳩吹山を緑にする会
【問合せ】　 0574-62-0506（担当：三宅）

ヒメコウホネと大賀ハスの自然観察
ハスの葉からジュースを飲む象鼻杯など

日　時：2016 年７月 24 日（日） 
　　　　13：30 ～ 16：00（受付 13：00）
場　所：可児市文化創造センター ala　小劇場
参加費：無料（入場整理券配布） 
申込み：事前予約をお勧めいたします

エクセル・ワード・パワーポイントなど
お好きな時間に受講可能

◆◆ 　パソコン講座　 ◆◆

【主催・問合せ】　ＩＴ寺子屋
ＴＥＬ：0574-64-0393（担当：大野） 

日　時：2016 年７月 21 日（木）
　　　　10：00 ～ 12：00・13：30 ～ 15：30
場　所：春里公民館
参加費：１回２時間 500 円（別途資料代 800 円）
　　　　申込み随時受付

わくわく好奇心♬
家族と離れて山小屋に宿泊

子どもだけのアドベンチャー

◆◆　乗鞍登山キャンプ　◆◆

【主催・問合せ】　一般社団法人可児青年会議所
　　　　　　　　青少年育成委員会　　　　　　　

ＴＥＬ：0574-62-9010 
ＦＡＸ：0574-63-3191

日　時：2016 年 7 月 30 日（土）12：00 集合
　　　　2016 年 7 月 31 日（日）17：30 解散
場　所：乗鞍岳　（集合場所：可児市役所）

参加費：9800 円
定　員：30 名（応募者多数の場合は抽選）
対　象：小学４～ 6 年生　申込み締切 7/15（金）




