
　

かに NPO フェスタ２０１６

11 月 27 日（日）10：00 ～ 15：00

可児市福祉センター

つなげよう・ひろげよう・ＮＰＯのわ

NO.166

     　平成２８年７月２５日発行

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-

【日　時】2016 年８月 17 日（水） 
　　　　　13：00 ～ 15：00

【場　所】かに NPO センター
【対　 象】 中学生～大学生

【参加費】1,000 円
【定　員】20 名（先着順）
【講　師】こばやしりえさん

　断捨離 ® は単なる片づけ術ではない。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。
　ここは都会じゃないしね、スクールカース
トなんてあるわけない。けれども、子どもた
ちは周りの空気を読みながら自分に与えられ
た役割を知らず知らずのうちに演じている。
2020 年には大学入試制度も変わって子ども
たちに求められる能力にも変化が・・・。
そんな時、断捨離的思考を持っている子ども
は強い！
※大人向きの断捨離講座２回目は９月２１日（水）開講

８月の休館日　
８月 13 日（土）、14 日（日）、15 日（月）

かにＮＰＯフェスタ２０１６参加団体募集！

　かに NPO フェスタに出展していただける団体を募集しています。
・ブース展示　・パネル展示　・販売　・ステージ　・飲食販売　等

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。
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ＮＰＯフェスタ実行委員も同時募集

「断捨離 ®」 で学校生活を楽しむ方法

【締切り】2016 年９月 30 日（金）
【申込み】かに NPO センター
　　　　ＴＥＬ　0574-60-1222
　　　　ＦＡＸ　0574-60-1250
　　　　ｍａｉｌ　knc@kani-npo.gr.jp



　

　

終わりました！

可児自炊塾

子どもの学力は「断捨離 ®」で伸びる　

キャリスタ２０１６

　可児市で初めて開催の断捨離 ® の基礎講座。
片づけることと、子どもの学力が伸びることとど
う関係があるの？という参加者のみなさんの疑問
から始まりました。講座はなぜ断捨離が必要な社
会になってきたのかという、基礎の基礎からス
タート。
　2020 年に大学入試制度が変わります。制度が
変わるということは子どもたちに求められる能力
が変化するということです。どう変化するのか？
言われたことを言われたようにやる・みんな一緒
の学校教育から・・・

～合同説明会～

2016 年７月３日（日）

　上手くいくことだけが成功ではない。自分でや
りたいことを考え、交渉し、実行していくキャリ
スタ 2016。チャレンジャー説明会を開催しまし
た。子どもたちは自分の手で目標に向かって予定
を立てていきます。
　それを見守る大人！のはずがなかなか難しい。
見守れません。口が出ます。手が出ます。ここを
グッとこらえて子どもの行動を待ちます。子ども
たちは初めて与えられた失敗しても良い機会をど
うチャレンジしていくのかとても楽しみです。
　次回は８月７日中間報告会です。

2016 年７月 13 日（水）

言われなくてもやる「主体性」、自分で考える「思
考力」、様々な状況を鑑みることができる「判断力」
が求められるようになってきます。
　では、周りの大人はどうしたら良いのか？
　断捨離を単なるお片付け術だと捉えるとそこで
ストップ。日々日常で「主体性」「思考力」「判断
力」を子どもたちに見せるために断捨離をするの
です。

　

可児市創造会議
　～小学生から大人まで人口減少社会を考える～

2016 年７月 20 日（水）

　可児市役所総合政策課中川さんより「可児市人
口ビジョン」と、可児市がどのような方向性をもっ
て色々な取り組みをしているのか説明してもらい
ました。その説明を受け、小学生・高校生～ 40
代のこれから可児市を支えていく世代が交流しな
がら意見交換をしました。
　可児市にも魅力がいっぱいある！

　これからの可児市を支えていきます！

　立場によって感じていることが違う！

など、ホワイトボードいっぱいの気づきと感想が
寄せられました。今後も続けていきたい場づくり
です。

講師：公認断捨離 ® トレーナー
　　　こばやしりえさん

㈱橋本さんにご協力頂き、受講者の方は粗大ごみ

を捨てる機会を設けました。まずは家の中にある

モノの量を減らします！



　

コネットひろば
10 ： 00 ～ 14 ： 00　可児市福祉センター

第１水曜日　ハンドメイド ・ 雑貨販売

第３火曜日　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/

８月の開催日　３日 （水）、 24 日 （水）

９月の開催日　７日 （水）、 20 日 （火）、 28 日 （水）

 新 着 図 書

生まれたときからことばを育てる暮らし方

子どもたちとつくる貧困とひとりぼっちのないまち

まち・むら　134

月刊ガバナンス　７月号

　中川　信子（保健同人社）

幸重忠孝・村井琢哉（㈵山科醍醐こどものひろば編）

㈶あしたの日本を創る会

（株）ぎょうせい

▲可児 CON2016 実行委員会

　可児ＣＯＮ 2016
　８月 13 日に向けて準備中！

▶可児青年会議所

　青少年育成事業　～カニ　ハロウイン～
　10 月 29 日（土）
　可児市文化創造センター ala にて開催

◀ハッピースタイルネット

　子どもが作る「弁当の日」
　親子歯ぐくみ教室４回　
　10 時受付　10 時 30 分～
　９月 27 日（火）可児市福祉センター

子育てインフォメーション

つながるカフェ

【日　時】　９月 13 日 ( 火 )

　　　　　11 ： 00 ～ 13 ： 00

【場　所】　可児市福祉センター（ 大ホール）

ハンドマッサージ ・みそまる作り

絵本カフェ ・ 雑貨販売

てとてをつなぐリサイクル

可児市まちづくり助成金対象事業

～中間報告～



改正のポイントと、 各法人で注意が必要なこと　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2016 年 6 月 1 日公布）

１． 認証申請の縦覧期間が２か月から１か月に短縮
　　 同時に、 インターネットによる公表が可能

（施行：公布から１年以内）

　◎設立や定款変更が若干スムーズになります。

２． 貸借対照表の公告、 義務化
（施行：公布から２年６ヶ月以内）

　◎資産の総額の登記が不要

　▼ＮＰＯ法人は定款で公告の方法を記載することと　　
　　なっていますが、公告の方法を「官報」としている
　　法人は毎年官報に公告する必要が出てくる可能性が
　　あります。
　→定款変更を検討

　　公告の方法は
　　①官報に掲載
　　②日刊新聞に掲載
　　③電子公告（内閣府ポータルサイトを含む）
　　④公衆の見やすい場所に掲示

のいずれかになります。
　
　※今後情報収集を行いながら検討する必要がでてくる
　  　ため、追加情報をＮＰＯだよりに掲載していきます。

３． 事業報告書等を備え置く期間が３年から５年に延長
（施行：公布から１年以内）

　→文書保管のルールの見直し

知っておきたい
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４． 内閣府 「ＮＰＯ法人情報ポータルサイト」 で情報が公表

（施行：公布の日から）

　◎情報の充実

　▼個人の自宅を法人事務所として登録している場合、　
　　個人情報がインターネット上に掲載されることにな
　　ります。　
　　既にほとんどの場合、内閣府や所轄庁で公開されて
　　いることが多いですが今一度、
　　公開されている情報をご確認ください。

認定ＮＰＯ法人

仮認定ＮＰＯ法人に関する変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１． 海外送金に関する書類の所轄庁への事前提出が不要

（施行：公布から１年以内）

　◎国際協力ＮＧＯの海外での活動や国外の災害への寄
　　付がスムーズになります。

　▼事前提出に変わり、
　　毎事業年度１回の事後提出が義務化

２． 役員報酬規程等の備え置き期間が５年に延長
（施行：公布から１年以内）

　→文書保管のルールの見直し

３． 「仮認定」 の名称が 「特定認定」 に変更
（施行：公布から１年以内）

改正法は公布から１年以内の施行
貸借対照表の公告は公布から２年６ヶ月以内の施行
内閣府ＮＰＯ情報ポータルサイトの活用は公布の日から施行
施行日程決定次第ＮＰＯだよりにてお知らせいたします。

引用　http://www.npo-homepage.go.jp/kaisei　（内閣府ＮＰＯホームページ）
　　    http://www.jnpoc.ne.jp/?p=11229　（日本 NPO センタートピックス）



　

　 　

示示 板板掲掲 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：① 2016 年８月４日（木）・18 日（木）
　　　　② 2016 年９月８日（木）・29 日（木）
　　　　午前の部　10：00 ～ 12：00
　　　　午後の部　13：00 ～ 15：00
場　所：春里公民館
参加費：１回２時間 500 円（別途テキスト代 800 円）

8/13　16：00 ～ 20：40
8/14　10：00 ～ 21：45

◆◆　可児夏まつり　◆◆◆◆　パソコン講座　◆◆

【主　催】　 可児市夏まつり実行委員会 
　　　　　http://kani-yeg.org/natumaturi

【主　催】 　ＩＴ寺子屋
【問合せ】　 0574-64-0393（担当：大野）

テキストを選んでお好きな時間に受講可能
（ワード・エクセル・パワーポイントなど）

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 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。
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。
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。

日　時：2016 年８月 18 日（木）
　　　　10：00 ～ 13：00　（受付 9：30）
場　所：アピセ関
参加費：6,000 円
定　員：20 名（先着順）

タンス１棹からＯＫ！家電も収集可能！
クレジットカードも利用できます

◆◆　粗大ごみ回収ｻｰﾋﾞｽ（有料） 　◆◆◆◆　子どもの才能を伸ばすコツ　◆◆

【申込み】　株式会社　橋本
ＴＥＬ　0574-63-1111
Ｍａｉｌ　knc@kani-npo.gr.jp

【主　催】 　まざあ・ぐうす
【問合せ】　 090-4441-1420（渡邉）

子育てに役立つ情報満載！
食育・断捨離　・イメージング　セミナー

①安心　②スピーディー　③親切・丁寧
こんな場合におススメです！
　●　大きすぎて持ち込みができない
　●　遠くて持ち込みができない
　●　重いものを運びたくない
八百津町のひまわりクリーンセンターで粗大
ごみの持ち込み受け入れをしています。

日　時：2016 年８月 13 日（土）・14 日（日）
場　所：可児市役所東駐車場

チャンバラ合戦・おばけやしき・たからいち
アンパンマンショー・魚つかみ・とんかち広場

噴き上げ花火・浴衣の無料着付け
盆踊り・総踊り・可児グルメ物産展

®



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（一般社団法人青年会議所）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月市民活動カレンダー～

※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

朝日こどもの貧困助成　事業企画募集

日本のこどものおよそ 6 人に 1 人が貧困と言われて
います。こどもたちが環境や状況に影響されることな
く、教育を受け、社会に受容され、自立して生きてい
けるように、こどもの貧困問題に取り込む斬新な視点
や発想がある事業を公募し助成します。

募集の対象

こどもの貧困問題に関する事業で内容、計画に実現性
があり、以下の要件のどれかにあてはまるもの
・先進的、独創的な事業
・持続性と広がりが期待できる事業
・新たな福祉問題や社会問題の掘り起こしにつながる
　事業

応募条件

・2017 年 1 月から 12 月までに行われる事業を対象
とします（この期間中に実施される継続的な事業も
対象となります）

・こどもの貧困のケア、防止、予防、教育、啓発に携
わる団体・グループの事業および調査・研究

・営利を目的としない民間団体、グループであること。
・法人格の有無は問いません
・事業にかかる経費が対象。ただし人件費は総額の

30％までとします

＜助成金額＞

　総額 1,000 万円。
　（1 件 100 万円　10 団体ほどを予定）

応募方法

応募書類を朝日新聞厚生文化事業団のウェブサイトか
らダウンロードするか、同事業団
にＥメール、電話、ファクスなどで直接請求してくだ
さい。応募書類の提出は郵送に限り
ます（当日消印有効）。直接持参、Ｅメール、ファク
スでの受け付けはしません。

応募の締切

2016 年 7 月 15 日（金）～ 2016 年 9 月 1 日（木） 

申込み・問合せ

　朝日新聞厚生文化事業団
　こどもの貧困係

〒 104-8011 東京都中央区築地 5-3-2
TEL：03-5540-7446　FAX：03-5565-1643
E-mail : hinkon@asahi-welfare.or.jp

申請書類は以下のサイトからダウンロードできます。
http://www.asahi-welfare.or.jp/archives/2016/07/
post-190.html

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

【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

梅雨が明けました。「申年の梅は縁起が良い」というのでいつもより多めに漬けました。平安時代の村上天
皇が申年の時に梅と昆布茶で疫病から庶民を救ったそうです。これから暑くなりますが、今も昔も教えという
のは良いものです。今年は梅と昆布茶で夏の暑さを吹き飛ばしてはいかがでしょうか？（ｗ）


	行事カレンダー
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