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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

年末年始の休館日
12 月 29 日（木）～ 2018 年 1 月 3 日（火）

【コネットひろば】

日　時 ： 2016 年 12 月６日（火）
　　　  10 時～ 14 時
場　所 ： 可児市福祉センター１階和室

イベントデビューさんから、ベテランさんま
で可児で活躍するママさんのお店を集めまし
た。雑貨販売・プチ体験、じっくり楽しめる
ひろばです。

日　時 ： 2016 年 12 月 20 日（火）
　　　  10 時～ 14 時
場　所 ： 可児市福祉センター１階和室

工作・体験・販売ブースを集めました。乳幼
児期の発達・個々の発達の度合いに合わせて
遊びましょう。遊びの輪に入れなくても大丈
夫。それぞれのペースで過ごせます。

【可児自炊塾クリスマスお茶会】

～自炊塾すべての講座のフォローアップ～

日　 時 ： 2016 年 12 月 13 日（火）10 時～ 12 時
場 　所 ： かに NPO センター
参加費 ： 500 円お茶・ケーキ代（15 名先着順）

12 月はちょっと特別な気分で遊びましょう

【2016 年度自炊塾講座テーマ】
　スポーツ塾・・・子どもの運動器障害について
　脳科学・・・脳の発達時期に合わせたこそだて
　絵本カフェ・・・食育への興味付け
　断捨離 ®・・・空間を整えて子どもの才能を伸ばす
　喪失体験ワークショップ・・・大切なものに気づく
　個性心理學・・・子どもの個性と向き合うこそだて
　女性の防災術・・・女性の目線ならではの防災術
　ソウルフード・・・食から作られるアイデンティティー
　台所こそだて・・・生きる力をつけるためのポイント　

気になったことをみんなで

おしゃべりしましょう♬
初めての方も大歓迎です



　

終わりました！

可児秋祭

　（一社）可児青年会議所主催「可児秋祭」でレ
セプションホールとワークショップルームのコー
ディネートをしました。レセプションホールは毎
年恒例の「癒しフェスタ」を開催。可児市近郊の
まちの魅力満載のお店に出店依頼をし、ガラス・

2016 年 10 月 29 日（土）
可児市文化創造センター ala

（特）可児市 NPO 協会

　
子どもの個性と向き合うこそだて①

～基礎編～
2016 年 11 月 14 日（月）
かに NPO センター

陶芸・帯・織物などの販売ブースとヒーリングを
メインにしたブースに多くの人が集まりました。
　ワークショップルームは食育推進活動をしてい
るハッピースタイルネットのみそ作り、体力メン
テナンス協会によるバランスボール体験の健康を
テーマにコーディネート。体も心もリフレッシュ
できた一日となりました。

　子どもの個性と向き合うための基礎編として、
自分自身がどんな個性を持って生まれてきたの
か？統計学とイメージ心理学を取り入れて講座を
行いました。
　なぜ子どもの個性と向き合って子育てしなくて
はいけないのでしょうか？その子の個性を周りの
大人が理解して認めて向き合わないと、その子が

持って生まれた長所を伸ばすことができません。
この個性を認めないでコミュニケーションを取ろ
うとするとお互いにストレスをためてココロの苦
しい生活を送らなければいけなくなります。
　「親の夢を子どもに託す」よく聞く話です。親
が習いたくても習えなかったピアノ、小さいころ
から勉強しておけば大人になって困らなかっただ
ろう英会話。大人は自身の過去の経験で子どもの
人生の先回りをして、失敗しないように段取りし
ます。子どもは「私」ではないということを認識
して子どもと向き合うことで子どもに必要以上の
ことを押し付け子どもの個性を押しつぶしてしま
います。別人格なので自分がしてほしいと思って
いることを子どもに（相手に）して全てが喜ばれ
るわけではないのです。
　今回は個性によって褒め方、叱り方、謝り方
に特徴があることをお伝えしました。次回 12 月
16 日は子育て実践編を開講します。



 新 着 図 書

月刊ガバナンス　11 月号　

SKIP 終結宣言　私たち NPO を解散します

ウォロ　10・11 月号　特集子ども食堂の今とこれから

ぎょうせい

SKIP 編集委員会（風媒社）

社会福祉法人　大阪ボランティア協会

★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～

青少年育成事業

～カニ　ハロウィン～
～（一社）可児青年会議所～

　本気で地域のために活動する大人と関わる
機会を提供することを目的に「可児秋祭」の
中のハロウィン仮装大会を企画開催しまし
た。
　当日は天気にも恵まれ可児市文化創造セン
ター ala の広場で仮装図型で駆け回る子ども
が見られました。まちづくり助成金審査会で
交流をもった市民活動団体と一緒に会場が盛
り上がりました。

（特）可児市 NPO 協会

人を育て心を育むまちづくり

　もはやモノの豊かさで幸せが測れる時代ではな
くなってきています。モノの豊かさからココロの
豊かさへと人々が求めるものが変化しています。
多様化するニーズに対応するために地域において

「核」となる人材の育成が急務です。持っている
知恵、今ある資源を活用しできることを重ね合わ
せます。そうすることで社会や地域の課題を解決
していきます。そこで生活する私たちが私たちの
手で幸福度を上げていく、そういった社会に世の
中がシフトしています。
　まちづくりは常に長期的視野をもって考えるこ
とが求められます。社会の移り変わりが早い現代
ではいかに子どもに「生き抜く力」を育んでいく
かがまちづくりのカギを握っています。

　かに NPO センターでは今年度より食を通したま
ちづくりプログラムとして「可児自炊塾」を開講し
ました。社会の変化に伴う私たちの食生活の変化が
医療・福祉・農業・環境・教育分野における様々な
課題といかに密接に関係しているかを知り、そうし
た課題を解決する上で個人の行動の変化がいかに大
きな力を持つかを体感することが主な目的です。と
難しいことは置いておきまずは「楽しく、くつろげ
て、困ったら相談する場所がある」と子育てに関わ
る人に感じてもらえる講座を続けたいと思います。

■　少子高齢化が進む現代。ありとあらゆるものが変化し、変化の濁流の中に巻き込まれる私たち。
■　住み良いまちにするためにまちづくりの在り方は過渡期を迎えている。

「可児自炊塾」 のお問合せ

かに NPO センター　0574-60-1222



数字 でみる可児市③～観光交流
可児市には多くの統計資料があり

ます。それらの数字から可児市の

今を見ていきます。

可児市の観光交流人口

岐阜県内観光地点別の集客数（県内トップ１０）

資料　「岐阜県観光入込客統計調査」「参考表」
　http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/kanko/kanko-tokei/s11334/27kekka.html

順位 観光地店名 入込客数
（万人）

1 土岐プレミアムアウトレット 735.8

2 河川環境楽園（アクア・トトぎふ含む）（各務原市） 505.2

3 高山市街地エリア 346.2

4 千代保稲荷神社（海津市） 162.9

5 白川郷合掌造り集落（白川村） 161.2

6 湯の華アイランド（可児市） 154.6
7 千本松原・国営木曽三川公園（海津市） 153.4

8 伊奈葉神社（岐阜市） 149.7

9 世界イベント村ぎふ（岐阜市） 144.0

10 下呂温泉（温泉の宿泊利用及び日帰り利用） 113.1

順位 観光地点名 27年 26 年

1 湯の華アイランド 154.6 206.2

2 花フェスタ記念講演 64.2 33.6

3 JA めぐみのとれったひろば 44.0 44.0

4 天然温泉三峰 29.1 28.5

5 道の駅可児ッテ 25.0 24.7

6 富士カントリー可児クラブ 12.8 12.4

7 日本ラインゴルフ倶楽部 6.9 7.1

8 東建塩河カントリークラブ 5.5 5.4

9 小萱 OGMチェリークリークカントリークラブ 5.4 6.0

10 中部国際ゴルフクラブ 4.7 4.2

11 名古屋ヒルズゴルフ倶楽部 4.4 4.4



中濃地域の行祭事・イベント入込客数　　　　　　　　　（万人）

順位 行祭事・イベント入込客数（県内トップ 10） 入込客数
（万人）

1 長良川花火大会 ( 岐阜市） 80.0

2 ぎふ信長まつり ( 岐阜市） 40.0

3 郡上おどり 32.0

4 大垣まつり 27.0

5 元気ハツラツ市（大垣市） 26.0

6 刃物まつり ( 関市） 25.0

7 土岐美濃焼まつり 25.0

8 道三まつり（岐阜市） 24.0

9 濃尾大花火（羽島市・一宮市市民花火大会） 24.0

10 高山祭 23.9

1 郡上市 郡上おどり 32.0
2 関市 刃物まつり 25.0
3 美濃市 美濃和紙あかりアート展 10.5
4 関市 関まつり 8.5
5 郡上市 白鳥おどり 6.5
6 美濃市 美濃まつり・さくらまつり 6.3
7 関市 関市民花火大会 4.5
8 美濃市 美濃市産業祭 4.5
9 川辺町 川辺おどり花火大会 4.2

10 郡上市 食の祭典 in 郡上 4.1
11 郡上市 國田家の芝桜 4.0
12 美濃加茂市 みのかも市民祭 3.9
13 美濃加茂市 おん祭 MINOKAMO 夏の陣 3.0
14 美濃市 あかりの町並み美濃 2.8
15 郡上市 郡上長良川夢花火（大和） 2.7
16 美濃加茂市 おん祭 MINOKAMO 秋の陣 2.5
17 富加町 とみか町民まつり 2.5
18 美濃市 ツアーオブジャパン　美濃ステージ 2.5
19 美濃市 うだつの町家のおひな様 2.3
20 美濃市 美濃市中日花火大会 1.8
21 八百津町 八百津町産業文化祭 1.7
22 川辺町 川辺ふれ愛まつり 1.6
23 八百津町 蘇水峡川まつり 1.5
24 八百津町 八百津まつり 1.5
25 郡上市 たかす雪まつり 1.4
26 関市 あじさいまつり ＩＮ板取 1.3
27 坂祝町 さかほぎ祭り 1.1
28 関市 関にし秋の祭典 1.0
29 関市 関市武芸川ふるさと夏祭 1.0
30 美濃市 美濃町家回廊（涼の音の散策） 1.0
31 御嵩町 よってりゃあみたけ夢いろ街道宿場まつり 0.9
32 美濃市 うだつの町家の五月節句 0.9
33 美濃市 ひんここまつり 0.8
34 坂祝町 さかほぎ町民まつり 0.7
35 関市 刃物のまち関シティマラソン 0.5
36 八百津町 久田見まつり 0.5
37 関市 一色カタクリ群生地 0.5

今回の資料は、
「平成 27 年岐阜県観光入込客統計調査」
を参照し、一部加工したものです。

この調査は、観光庁が策定した「観光入込
客統計に関する共通基準」（平成 25 年 3
月改定）に基づき、岐阜県が実施したもの
です。
調査期間
　平成 27 年 1 月 1 日～
　　　　平成 27 年 12 月 31 日まで

観光地店の定義
・非日常利用が多いと判断される地点
・観光入込客数が適切に把握できる地点
・前年の観光入込客数が年間１万人以上、
　若しくは前年の特定月の観光入込客数が
　５千人以上である地点



　

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 12 月８日（木）
　　　　16 時～ 17 時 30 分
場　所： とうしん学びの丘 ” エール ”
　　　　多治見市虎渓山町４丁目 13-1
参加費 ：無料　（定員 30 名）

自然の中で思いっきり遊べる森のようちえん
「親子の会」「ようちえん」体験会

◆◆　体験おさんぽ会　◆◆

◆◆　佐藤一斎に学ぶ人材育成講座　◆◆

【主　催】　自然育児こどもの庭
【問合せ】　koniwataiken@gmail.com

【主　催】東濃信用金庫
【問合せ】　とうしん地域活力研究所
　　　　　TEL 0572-28-3021　
　　　　　FAX 0572-28-3023　　　

NPO 法人いわむら一斎塾理事長による
佐藤一斎に学ぶ危機管理講座

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。

◆◆　可児市民第九合唱団　◆◆

【主　催】 　可児市民第九合唱団
【問合せ】　090-2347-5562（津田）

クリスマスコンサート
2016

日　時：2016 年 12 月 5 日（月）
　　　　10 時 30 分～ 13 時 30 分ごろ
場　所：申込者に別途連絡
資料代：500 円（保険料含む）

（特）可児市 NPO 協会

日　時：2016 年 12 月 11 日（日）
　　　　15 時開演（14 時 30 分開場）
場　所：可児市文化創造センター
入場料：1,000 円（高校生以下無料）
　　　　定員 800 名

日　時：2016 年 12 月４日（日）
　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
場　所：ヤマカ学びパーク
参加費 ：無料

◆◆　石岡史子さんお話会　◆◆

【主　催】 　多治見おやこ劇場
【問合せ】　TEL　0572-23-4937
　　　　　FAX　0572-23-5724
                 MAIL　tajimioyako@gmail.com

「ハンナのかばん」の翻訳者石岡史子さんのお話会
子どもも参加 OK です



（特）可児市 NPO 協会

～ 12 月市民活動カレンダー～



助成金情報

「積水ハウスマッチングプログラム」
 2017 年度 ( 第 12 回）助成 

実施団体 : 積水ハウス株式会社 
関連 URL: http://www.sekisuihouse.co.jp/matching/ 
問い合わせ
社会福祉法人 大阪ボランティア協会 担当：影浦
〒５４０- ００１２ 大阪市中央区谷町２－２－２０－２Ｆ
市民活動スクエア ＣＡＮＶＡＳ谷町
ＴＥＬ :06-6809-4901（代） ＦＡＸ：06-6809-4902 
募集時期 : 2016 年 10 月 24 日～ 2016 年 12 月 12 日 
対象分野
保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、学術・文化・芸
術・スポーツ、環境保全、災害救援、地域安全、国際協力・交
流、子どもの健全育成、情報化社会、職業能力開発・雇用拡充、
NPO 支援 
対象事業 : 事業プロジェクト 
内容／対象
■助成の目的：

「積水ハウスマッチングプログラム」は、積水ハウス株式会社
及びその関係会社（両者を総称して、以下「グループ会社」と
いう）のＣＳＲ活動の一環として、グループ会社の役員及び従
業員から拠出金を募り、積水ハウス株式会社から同額のマッチ
ングギフトを実施し、下記の各基金の支援内容に合致する活動
を支援します。
■対象となる活動：
① 本会及び各基金の目的に適合するものであること
② 団体の継続性（２０１７年４月１日からさかのぼって３年
以上の活動実績。つまり２０１４年４月１日以前から活動が開
始していること。任意団体での活動期間を含む）があること
③ 公共性の高い活動であること
④ 活動主体の経営の健全性及び透明性が確保されていること 
■決定時期
一次選考の結果は２月中旬に、最終選考の結果は４月上旬に書
面にて通知します。 
助成金額
助成金総額： 27,000,000 円 
1 件あたりの上限額： 2,000,000 円 

【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

　あの暑かった夏が懐かしい ( 笑 ) 布団から出るのがおっくうになる季節になりました。暑ければ暑いで文句
を言い、寒ければ寒いと文句を言う。しかし、この寒さが甘くておいしい野菜を育んでくれます。この冬はか
に育ちの野菜で温まって乗り切ります！（W)

（特）可児市 NPO 協会

アステラス・スターライトパートナー
患者会助成 

2017 年度 ( 第 12 回 )

実施団体
アステラス製薬株式会社 
関連 URL
https://www.astellas.com/jp/csr/social/patient/koubo.html 
お問い合わせ先
スターライトパートナー事務局
〒 103-8411 東京都中央区日本橋本町 2-5-1
アステラス製薬 医療政策部
電話：03-3244-5110、FAX：03-3244-0492
E-mail：star-light@jp.astellas.com
月曜～木曜日 9:00 ～ 17:00、金曜日 9:00 ～ 16:00

（土日・祝日・会社休日を除く） 
募集時期
2016 年 10 月 3 日～ 2016 年 12 月 22 日 
対象分野
保健・医療・福祉
内容／対象
活動資金助成の趣旨 
本助成金は、患者会が自立・自主性を発揮し、患者会の持続的
発展につながる活動を支援します。
応募資格・交付規定 
患者または患者家族の会、患者会の連合組織　等
・医療用医薬品製造販売業公正取引協議会の公正競争規約に抵
触しない団体であること
・営利・政治・思想および宗教活動を目的とする団体でないこ
と
　また、団体が反社会的勢力ではないこと
・患者団体との関係のアステラス透明性ポリシーに基づく情報
公開に同意できる団体であること
・日本国内に活動拠点がある団体であること
・医療関係者※ 1 が役員※ 2 に就任していない団体であること
助成対象となる活動 
1. 会の自立・自主性を発揮するための活動
2. 会の持続的発展につながる活動
助成金額
助成金総額： 8,500,000 円 
1 件あたりの上限額： 500,000 円 


