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【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-

（特）可児市 NPO 協会

かに NPO フェスタ 2016

2016 年 11 月 27 日 （日）　

10 時から 15 時

可児市福祉センター

11 月の休館日
11 月 13 日（日）、27 日（日）

【パネル展】

～かに NPO フェスタ 2016 ・ 児童虐待防止推進月間～

日時 ： 11 月７日 （月） ～ 11 月 30 日 （水）

場所 ： 市役所１階展示コーナー

キャリスタ発表会・体験ブース・ステージ発表・
飲食コーナー・パネル展示など盛りだくさん。
詳細は特集コーナーをご覧ください。

　平成 16 年から、児童虐待防止法が施行された
11 月を「児童虐待防止推進月間」と定め、民間
団体や地方自治体などの多くの関係者が参加し、
児童虐待を防ぐための取り組みを進めています。
岐阜県では平成 27 年度の児童虐待相談対応件数
は１，０１８件（対前年度比２．２％増）と過去最
多になりました。中でも「心理的虐待」が３６９
件（全体の３６．２％）と最も多く増加しました。
これらの現状やオレンジリボン運動のとりくみな
どを展示します。

【オレンジリボンたすきリレー】

2016 年 11 月 13 日 （日）

３つのコース 10 区間を「駅伝形式で走破し、
オレンジリボンのたすきをつなぎます。
この地域の～木曽川コース～は
多治見市役所（スタート）→陶技学園→広見公民
館ゆとりぴあ→美濃加茂市役所→ひまわりの丘→
十八楼→わくわく広場（ゴール）

沿道でオレンジのたすきをかけて走っているラン

ナーを見かけたらご声援よろしくお願いいたしま

す。

【子どもの個性と向き合うこそだて①】

～統計学とイメージ心理学を子育てに応用～

日　時 ：

2016 年 11 月 14 日（月）
10 時～ 12 時
場　所 ：

かに NPO センター
参加費 ：

500 円（10 名先着順）

平成 28 年度「児童虐待防止推進月間」標語

「さしのべて あなたのその手 いちはやく」



　

終わりました！

会計基礎講座

　会計ってそもそも何をやるの？
　決算書はなぜ作るのか？　
　決算書から見えてくるものは？
　マイナンバーってどうしたら良いの？
　全２回４時間かけて教えて頂きました。会計か

　「玄米菜食、保育園で使う味噌・漬物は子ども
たちが仕込みます。知育・体育・徳育の土台は食
育だと思うんです。」そんな園長先生のメッセー
ジが込められた福岡県高取保育園のドキュメンタ
リー映画の上映会。たくさんの方に観て頂きまし
た。「この映画を観るとみそ汁と玄米おにぎりが
食べたくなります。」「もっとたくさんの人に観て
もらいたいです。子どもがもっと愛おしくなりま
した。」このような感想を皆さまからいただきま
した。涙あふれる素敵な上映会でした。

2016 年 10 月 18（火）

　
大切なものに気づくワーク

ショップ

2016 年 10 月 5 日、12 日（水）
田島会計事務所　田島宏美さん

（特）可児市 NPO 協会

　
いただきます～みそをつくる

こどもたち～自主上映会

　静かで落ち着ける場所を求め、可児市瀬田の光
蓮寺をお借りして講座を開催しました。講座のナ
ビゲートは光蓮寺僧侶の五藤広海さんです。「失
う」ことの疑似体験から「大切なものに気づく」
という体験をしました。あふれる涙をハンカチで
押さえながら進むワークショップ。
　参加者の方が一様に「これからもこのような今
を生きるための講座を開催して欲しい」との感想
をいただきました。機会がありましたらぜひご参
加下さい。

2016 年 10 月 17 日（月）

ら団体の活動が見て取れます。会計報告をスムー
ズにする最大の秘訣は「毎日現金を合わせること」
レジなどを置くくらいの規模の事業所では金種表
を使って合わせると良いそうです。NPO センター
でも金種表を使っての現金管理を始めました。マ
イナンバーは今年の年末調整から取り扱うように
なります。今のうちにマイナンバー対策を進めた
方が良さそうです。



 新 着 図 書

月刊ガバナンス　10 月号　特集ダイバーシティ社会へ

まちむら　135 号

地域づくり　10 月号

ぎょうせい

（公財）あしたの日本をつくる協会

（一社）地域活性化センター

★子育てインフォメーション★

可児市まちづくり助成金対象事業

～中間報告～

歩こう愛岐

～「歩こう愛岐」の会～

　今年の 9 月で活動開始から 1 年を迎えた
「歩こう愛岐」の会。「歩こう可児 302」を
応援している活動で冨田市長よりメッセージ
を頂きました。
　「歩こう愛岐」では 13 のウォーキングコー
スを用意。月に２回のペースで活動していま
す。まちづくり活動助成金を使ってウォーキ
ングコースの冊子を作ったり、手旗を購入し
たりするのに活用しています。

（特）可児市 NPO 協会

深刻化する子どもの貧困

　可児市でも生活保護を受けている世帯は増加の
一途をたどっています。生活保護を受けている世
帯とは別に、生活保護は受けていないけれど生活
保護費以下の収入でなんとかやりくりしている
ワーキングプア世帯があることも事実。数字に表
れない課題も存在しています。
　貧困の状態はモノやお金が不足しているだけが
問題ではなく
・お金がないために人とつながりをもてない
・働くことや文化活動に参加できない
・子どもを安心して育てられない
などいくつもの困難を抱えている場合が多くあり
ます。そんな困難を解決するために
「おてらおやつクラブ」という活動が広がっ

ています。

可児市でもこの活動に共感した方による活動が始ま
りました。活動に共感された方の物資や活動資金の
寄付を通じて応援していただけると嬉しいです。

● 全国的に見ても貧困世帯数や子育て貧困世帯数が増加している。可児市も例外ではない。
● 子育て貧困世帯は行政支援も必要だが地域のネットワークから遠ざかってしまうことにも課題がある。

可児地域でのおてらおやつクラブ問合せ

かに NPO センター　☎ 0574-60-1222



かにＮＰＯフェスタ 2016 

＜体験＞
・パソコンでお面つくり・陶器デコパージュ
・パソコン体験・健康ま～じゃん・昭和のあそび
＜販売＞
・バッグ・メモ帳・アクセサリー・手作り小物
・日用雑貨・マスク・古着リサイクル
＜飲食＞
・おにぎり・フランクフルト・玉せん・シチュー
・手作りクッキー・パン・お菓子　他

＜展示＞
・防災グッズ・防災持出品クイズ・アレルギー・終活
・憲法 9 条に関する展示・高齢者福祉・介護・障害者
・ＦＭらら・可児川の魚を水槽で展示・地域活動・食育
＜おもちゃ病院＞　おもちゃ病院開設
＜カイロプラティック＞疲れを癒そう
＜クイズラリー＞　ラリーで回って景品ゲットしよう
＜ステージ発表＞
・筝曲演奏・アルプホルン演奏・キッズダンス
・ジャンケンゲーム　ほか

　市内や近隣で活動する様々な団体が、ブースやステージで活動紹介を行っています。市民活動団体だけでなく、
地域貢献を行う企業も参加しています。

・何か地域で活動したいけど、どんな団体があるかわからない
・自分にも何かできることがあるかどうか探したい
・一緒に活動できる仲間を探している
・NPO って、そもそも何？
・NPO 作りたいけど、どうするの？
・困難を抱えているので、解決してくれる団体はある？

こんな人には、特におすすめします！
何か見つかるかもしれません。

　何でもいいから楽しい催しへ行きたい！
　　　体験・飲食・販売などでお楽しみください

　親や社会が正解と考えていることが将来の正解とは
限らない。そんな時代を生きていく子どもたち。
このキャリスタに参加し、スタープランを実現するこ
とがゴールではなく、子どもたちに自ら考え行動する
力、失敗してもそこから学び、立ち上がる力を身に付
けてもらうとともに、親も子どもの新たな一面を発見
できるきっかけを作ることを目的としています。

　可児市・美濃加茂市の小学校４年生～中学校３年生
までの 20 人が、様々なチャレンジに挑戦しました。
いつ、どこで、何をやるのか、全て自分で決めて、やっ
てみました。知らない人に電話するのは、とても勇気
がいりました。
そんな子どもたちの姿を見てください。

【キャリスタとは】　
　　①キャリア（自ら考える経験）のスタート②スター（子どもたちの夢）をキャリー（伝える、運ぶ）

キャリスタ 2016 発表会
NPOフェスタのステージ発表として開催します。12：00 ～ 14：30　福祉センター

チャレンジ内容
声優になりたい／動物園・水族館の飼育／ものづくり（ゴ
ムてっぽう・パチンコ）／サッカーで点が取れるように
なる／ロボットについて調べる／編集者になりたい／病
児保育の人を調べる／熊本地震被災者の役に立ちたい／
歌手になりたい／ブリーダーになりたい／自分の家を設
計したい／パティシエになりたいお菓子づくりのコツを
聞く／名古屋城について調べる／恐竜の化石の発掘／ペ
ンギンの飼育をする／イルカのトレーナー



子ども虐待防止とオレンジリボン運動

そんな想いで始まった『岐阜オレンジリボンたすきリレー』は今年で 9 回目です。

　岐阜オレンジリボンたすきリレーには３つのコースがあり、同じゴールを目指します。
　【木曽川コース】　多治見～可児市～美濃加茂市～関市～岐阜市
　【揖斐川コース】　大野町～神戸町～大垣市～瑞穂市～岐阜市
　【長良川コース】　郡上市～美濃市～関市～岐阜市

可児市を通るのは、木曽川コースです。お近くの中継地や沿道でランナーの応援をよろしくお願いします！

　10 年ほど前、県内で１歳３ヶ月の男児の命を奪って
しまった母親がいました。二人の幼児を抱えた妊婦だっ
た彼女は、転居してきたばかりで、地域のだれも関心を
持ってくれる人もなく、夫も育児を助けず、一人で孤軍
奮闘をしていました。言葉の遅れのある子どもがおなか
を空かせて泣き止まないのにいらだった母は、思わず子
を放り投げてしまいました。その母の悔しい思いを沢山

聞きました。母親は、誰も関心を持ってくれなかったこ
とがさみしかったと繰り返し話しました。母親は出産を
し、子が亡くなった後、裁判にかけられました。
　身近なところでも虐待死の事件はあったのです。孤立
した育児は、親をいらだたせ、子どもの身体や、こころ、
命をも奪うことがあることを、私たちは知っておきたい。

　2004 年、栃木県小山市で３歳と４歳になる二人の可
愛らしい兄弟が何度も何度も父親の友人から暴行を受け
ていました。その顔を見たコンビニの店長さんが警察に
通報したのですが、いったんは保護されながら、周囲の
諸機関が適切な措置を取らなかったために、9 月 11 日
ガソリンスタンドで再び暴行を受け、車の中でもさんざ
ん暴行を受け、息も絶え絶えの状態で、橋の上から川に
投げ込まれて幼い命を奪われるという痛ましい事件が起
こりました。

　2005 年、栃木県小山市の「カンガルーＯＹＡＭＡ」
という団体が、二度とこのような事件が起こらないよう
にという願いを込めて、子ども虐待防止を目指してオレ
ンジリボン運動が始まりました。そして、NPO 法人「里
親子支援のアン基金プロジェクト」が協力し、大きく育
てました。
手探りで始まったこのオレンジリボン運動は、たくさん
の方々のご共感をいただき、子ども虐待の現状に直面す
る児童福祉の関係者をはじめ、各種団体・企業・個人の
皆様へと全国に拡がりつつあります。

岐阜オレンジリボンたすきリレー

オレンジリボン運動

スタート時刻 　　　中継場所 　　ランナーチーム名

start　9：00　　　多治見市役所駅北庁舎 　ハートフルレンジャー

8：28 　多治見西高等学校 　うながっぱ～ず

10：10 　陶技学園 　くりきんとん

10：49 　広見公民館ゆとりピア 　オレンジファイヤー

11：40 　美濃加茂市役所 　みのかもチャイルド会

12：22 　加茂野児童館 　TeamSakuraBelieve

13：04 　桜学館 　チームひまわり

13：42 　ひまわりの丘 　（車で移動）

14：17 　十八楼 　ティーチーズ

goal  15：00　柳ケ瀬ワクワクひろば

goal　15：00
柳ケ瀬ワクワクひろば

可児市中継地イベント　10：30 頃
　　広見公民館ゆとりピア

・広見保育園年長児鼓笛隊演奏
・可児市長挨拶
・東濃子ども相談センター所長挨拶
・児童虐待防止宣言
・ランナー到着（くりきんとん）
・たすき受け渡し
・ランナー出発（オレンジファイヤー）

出展：『オレンジリボン運動公式サイト』　http://www.orangeribbon.jp/



　

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：2016 年 11 月 16 日（水）
　　　　13 時開場　13 時 30 分開演
場　所： cafe もりのさち
　　　　可児市東帷子 137 番地 1
参加費 ：無料

写真を使ってメッセージレターを作ろう
パソコン初心者大歓迎！

◆◆　パソコン体験講座　◆◆

◆◆　もりのさち　ふれあい寄席　◆◆

【主　催】　IT 寺子屋
【問合せ】　TEL 兼 FAX
　　　　　0574-64-0393（大野）

【問合せ】　 0574-50-8524（もりのさち）

喫茶店で楽しむ落語会

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。

◆◆　多胎！ﾌｧﾐﾘｰﾌｪｽﾀ 2016　◆◆

【主　催】 　㈵ぎふ多胎ネット
【共　催】　 中部学院大学短期大学部
【問合せ】　㈵ぎふ多胎ネット
　　　　　090-4402-0011（杉原）

ふたごちゃん、みつごちゃん
集まれ～～～！！！

日　時：2016 年 11 月 29 日（火）
　　　　10 時～ 15 時
場　所：春里公民館
資料代：500 円
申込み：11 月 23 日までに電話または氏名・
住所・電話番号を記入の上 FAX で

（特）可児市 NPO 協会

日　時：2016 年 11 月 26 日（土）
　　　　① 10 時～ 11 時 30 分（受付 9 時 30 分）
　　　　　② 13 時～ 14 時 30 分（受付 12 時 30 分）
場　所：中部学院大学　（関キャンパス 10・11 号館）

参加費：一家族につき　一日券 1,000 円
　　　　　　　　　　　半日券　600 円

日　時：2016 年 11 月 12 日（土）
　　　　10 時～ 15 時
場　所：中恵土公民館　会議室
参加費 ：1,000 円
申込み：TEL　 090-2777-7253（安江）
　　　　　    　090-4868-0998（石井）
　　　　FAX　 0574-61-5920

◆◆　モラロジー生涯学習セミナー　◆◆

【主　催】 　（公財）モラロジー研究所
【問合せ】　 090-2925-1103（山田）

「損して徳とれ」と題し、生きがいや喜びに満ちた
価値ある人生への手がかりを学びます。



（特）可児市 NPO 協会



助成金情報

文化の国際交流活動助成

募集時期
2016 年 10 月 1 日～ 2016 年 11 月 30 日 
対象分野：
学術・文化・芸術・スポーツ、国際協力・交流 
対象事業：事業プロジェクト 
内容／対象
1. 助成対象：
①平成 29 年度（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）
に実施する事業であること
②「音楽」「郷土芸能」の分野であること
③実施主体がアマチュア団体であること（地方自治体主催事業
は除きます）
④派遣もしくは招聘を通じた国際交流事業であること
2. 助成金額：1 件につき 50 万円
3. 助成件数：10 件程度 
応募制限
地域における文化の振興のため、音楽・郷土芸能の分野で有意
義な国際交流活動をおこなうアマチュア団体 
応募方法

「平成 29 年度『文化の国際交流活動に対する助成』推薦書」（以
下「推薦書」）を記入の上、都道府県文化担当部局へ送付。
※推薦書は財団ホームページよりダウンロードが可能。 
選考方法：平成 29 年 1 月開催予定選考委員会で決定
決定時期：平成 29 年 2 月上旬頃推薦者宛に通知予定 
助成金額
助成金総額： 
1 件あたりの上限額： 500,000 円 
昨年度実績
応募件数：0 件　／　うち継続 - 件
助成件数：9 件　／　うち継続 - 件
助成金総額：4,500,000 円　／　うち継続 - 円
実施団体：（公財）三井住友海上文化財団 
関連 URL：　
http://www.ms-ins-bunkazaidan.or.jp/assist/form.html 
問い合せ：　三井住友海上文化財団事務局 
TEL：03-3562-9523　E-mail：tikon@ab.inbox.ne.jp
担当：宮下、早川 

【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

　10 月から新体制でスタートしました。予定表を見ると予定がギッシリ埋まっていて「今月乗り切れば！」
を呪文のように唱えながら過ごしてきました。来月には NPO フェスタ開催。常に山を全力疾走しながら過ご
しています。（ｗ）

（特）可児市 NPO 協会

TOTO 水環境基金 

募集時期
2016 年 10 月 1 日～ 2016 年 11 月 15 日 
対象分野：学術・文化・芸術・スポーツ、環境保全 
対象事業：調査・研究、事業プロジェクト 
内容／対象
助成の主旨
水とくらしの関係を見直し、再生することを目指した創造的な
取り組みを支援。これにより、地域で暮らす人たちがともに水
とくらしの多様な関係を学び、これからの水とくらしの望まし
い関係を考え、それぞれの地域の特徴を活かした、新しい仕組
みや事業を創り出す契機となることを期待。
助成総額： 約 5,400 万円（複数年にわたる助成金を含む）
1 件につき 300 万円を上限
活動内容： 「水環境の保全」「衛生的かつ快適な生活環境づくり」
に向けた実践活動
応募方法：
下記いずれかの方法で応募書を入手。
● TOTO ホームページからダウンロード
http://www.toto.co.jp/company/environment/mizukikin/
group/index.htm
● FAX で郵送を依頼　FAX : 093 － 951 － 2718
決定時期：2017 年 2 月下旬（予定）までに文書で連絡。 
助成金額
助成金総額： 100,000,000 円 
1 件あたりの上限額： 6,000,000 円 
昨年度実績
応募件数：81 件　／　うち継続 - 件
助成件数：22 件　／　うち継続 - 件
助成金総額：14,300,000 円　／　うち継続 - 円
実施団体：TOTO 株式会社 
関連 URL：
http://www.toto.co.jp/company/environment/mizukikin/
group/index.htm 
問い合わせ先：TOTO 株式会社 総務部 総務第二グループ
担当：津田、曾根﨑
住所：〒 802 － 8601　北九州市小倉北区中島 2 － 1 － 1
TEL：093 － 951 － 2224 　 FAX：093 － 951 － 2718




