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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-

（特）可児市 NPO 協会

休館日　12 月 29 日（木）～ 2018 年 1 月 3 日（火）
　　　　１月８日（日）, ２８日（土）, ２９日（日）

【女性のための防災術】

日　 時 ： 2017 年１月 12 日（木）
　　　   10 時 00 分～ 12 時 00 分　　  
場　 所 ： かにＮＰＯセンター
参加費 ： 500 円
定   員 ： 15 名（先着順）

 【 食を通したまちづくり】
          ～親が子にしてあげられること～

日　 時 ： 2017 年 2 月 18 日 （土）　10 時～ 15 時

場 　所 ： 可児市文化創造センター ala　レセプションホール

参加費：500 円　（定員 90 名先着順）

昼食代：1,000 円（希望者のみ）　

いま、災害が起きたら

【てとてをつなぐ

　　　　 ワンアップセミナー】

日　 時 ： 2017 年１月 18 日（水）
　　　   10 時 00 分～ 12 時 00 分　　  
場　 所 ： かにＮＰＯセンター
参加費 ： 300 円
定   員 ： 20 名（先着順）

あなたの活動がつながって広がる

　「食のまちづくり条例」を定め、子どもが
戻ってくるまちづくりを目指す大分県佐伯市
の取り組みを聞いて可児市を考えます。

内容

講師講演 　　　 10 時 00 分～ 12 時 00 分

　　　　～親が子にしてあげられること～
昼食 ・ 交流 　　12 時 00 分～ 13 時 00 分

クロストーク　　 13 時 00 分～ 15 時 00 分

　　　　～佐伯×可児　自炊塾の向こう側～



　

終わりました！

かに NPO フェスタ

　今年も多くの方にご来場いただきました。設営か
ら片付けまでお手伝いして頂いた団体の皆さまあり
がとうございました。新たな取り組みとして午後
は「地域デビュー」した子どもたちの取組みの発表
をしました。真剣な取組みに子どもたちの将来が楽

2016 年 11 月 27 日（土）
可児市福祉センター

（特）可児市 NPO 協会

　
可児自炊塾クリスマスお茶会

2016 年 12 月 13 日（火）
かに NPO センター

　可児自炊塾のフォローアップ講座を開催しまし
た。４月より、子どもの運動器機能障害・断捨離・
脳科学・食など様々な切り口で子育てについて考
えてきました。普段、なかなか言えない心の奥底
にある不安や悩みなども含めてグループになって
話をしていきました。参加者の皆さんはリフレッ
シュでき、交流が楽しかったそうです。また開催
して欲しいという意見が多く、ママたちが心を開
放する場が必要だと感じました。

　
子どもの個性と向き合うこそだて

2016 年 12 月 16 日（金）
かに NPO センター

　「子どもの個性を認め、 落ち着いて子育てして　　

　 いきたいと改めて思いました。」

　「具体的で良かったです。 今日から使えます。」

このような感想を頂いた可児自炊塾～子どもの個
性と向き合うこそだて～。子育てというものはと
かく大人の価値観の押し付けになりがちですが、
それが全てではないということをお伝えしたかっ
た講座です。これからも参加者の皆さんとご家族
が笑顔で過ごしていけると嬉しいです。

しみに感じました。今回みなさまから頂いたアン
ケートは来年度のフェスタに活用させていただきま
す。来年は可児市文化創造センター ala 全館開催。
2017 年 11 月 26 日開催予定です。



 新 着 図 書

ガバナンス　12 月号　特集：自然災害に向き合う自治体

Ｎ女の研究

知っておきたいＮＰＯのこと４　参加編

新・共感のマネジメント

ぎょうせい

中村　安希・著　フィルムアート社

日本ＮＰＯセンター

松本　修一・著　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～

昭和のあそびパーク

～昭和のあそび実行委員会～

　昭和のあそびパークでは 12 種類ほどのあそ
びメニューを体験できます。10 月 29 日（土）
は可児青年会議所主催の「可児秋祭」に出店し
ました。天気も良く、子どもたちはそれぞれ夢
中になって興味のあるおもちゃで遊びました。

（特）可児市 NPO 協会

子どもの体に異変

　世界の長寿国日本。平均寿命は男性が 80.79
歳、女性が 87.05 歳となり、男女ともに過去最
高記録を更新しました（2015 年厚生労働省簡易
生命表概況より）。50 年前、高齢者（65 歳以上）
１人を９人で支えていました。近い将来 1 人で
1 人を支える時代がやってきます。子どもたちが
元気でないと社会を支えることができなくなりま
す。今、その子どもの体に異変が起きています。
テレビゲームやスマホアプリで遊ぶ子どもが増え
外遊びをしなくなりました。運動不足の子どもは
運動器機能不全を起こしています。
・腕が完全に上がらない
・しゃがみこみができない
・ケンケンパができない

・水道の蛇口をひねることができない
・うちわで上手に扇ぐことができない
こんな子どもが増えています。
一方で、幼い頃から本格的にスポーツを始めスポー
ツ障害を起こす子ども増え、二極化が進行していま
す。野球肘・腰椎分離症・疲労骨折・オスグッドシュ
ラッテル病等、様々な故障を抱えて生活をしていま
す。
　お手玉・めんこ・ゴム飛び
ビー玉・竹馬・コマなど動きの
中に発達を促す要素が入った
遊びを子どもと一緒にやれる
と楽しいです。

■　子どもの数はこの 30 年で３分の２。体育の授業でケガをする子どもは 1.5 倍。
■　身体が固く上手く身体が動かせない子、運動のやりすぎで肩、肘、腰、膝、足首等を故障する子の二極化。



数字 でみる可児市④～人口
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。

国勢調査速報 ~ 岐阜県の状況 　（２０３万２５３３人（平成 27 年 10 月 1 日現在）。

出典：平成 27 年国勢調査速報　岐阜県
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/tokei/tokei-joho/11111/kohyoshiryo/jinko/kokucho/2015/jinko-sokuho.html

◆人口の状況
　前回（平成 22 年）以降の５年間で、約４万８千人が減少。人口減少した - 市町村が 8 割超える。

◆地域別にみた人口
　人口が増加した６市町・・ 瑞穂市、可児市、岐南町、美濃加茂市、羽島市、富加町 （増加数の多い順）

◆世帯の状況
　・世帯数は 75 万 2574 世帯となり、前回（平成 22 年）と比べ 1 万 5423 世帯、2.09％増加。
　　なお県の世帯数は多いほうから全国 20 位。
　・１世帯当たり人員は 2.70 人と、さらに減少し過去最低となった。
　　なお、県の１世帯当たり人員は多い方から全国６位。

◆地域別にみた世帯　
　・世帯数が増加した 26 市町村
　・・岐阜市、可児市、瑞穂市、大垣市、各務原市、羽島市、多治見市、美濃加茂市、関市、岐南町、
　　　中津川市、高山市、笠松町、瑞浪市、土岐市、御嵩町、本巣市、北方町、大野町、輪之内町、
　　　垂井町、富加町、池田町、神戸町、川辺町、坂祝町（増加数の多い順）

順位
人口増加数 人口増加率 人口減少数 人口減少率

市町村名 人数 市町村名 率％ 市町村名 人数 市町村名 率％
１ 瑞穂市 2,414 瑞穂市 4.65 岐阜市 △ 6,270 七宗町 △ 13.49
２ 可児市 1,295 岐南町 3.45 高山市 △ 3,542 白川町 △ 11.91
３ 岐南町 821 可児市 1.33 海津市 △ 2,728 東白川村 △ 10.06

順位
世帯増加数 世帯増加率 世帯減少数 世帯減少率

市町村名 人数 市町村名 率％ 市町村名 人数 市町村名 率％
１ 岐阜市 3,410 瑞穂市 8.40 揖斐川町 △ 449 白川町 △ 7.99
２ 可児市 2,383 可児市 6.85 下呂市 △ 366 揖斐川町 △ 5.80
３ 瑞穂市 1,628 岐南町 6.33 飛騨市 △ 260 七宗町 △ 5.22

平成 17 年
（2005 年）

平成 22 年
（2010 年）

平成 27 年
（2015 年）

平成 17 ～ 22 年の増減 平成 22 ～ 27 年の増減
増減数 

（世帯）
増減率 
（％）

増減数
（世帯）

増減率
（％）

世帯 713,452 737,151 752,574 23,699 3.32 15,423 2.09

平成 17 年
（2005 年）

平成 22 年
（2010 年）

平成 27 年
（2015 年）

平成 17 ～ 22 年の増減 平成 22 ～ 27 年の増減
増減数 
（人）

増減率 
（％）

増減数
（人）

増減率
（％）

人口 2,107,226 2,080,773 2,032,533 △ 26,453 △ 1.26 △ 48,240 △ 2.32



年 2005
（Ｈ 17）年

2010
（Ｈ 22）年

2015
（Ｈ 27）年

人口（Ａ） 97,686 97,436 98,695

世帯数（Ｂ） 33,500 34,768 37,151

世帯あたり人口（Ａ÷Ｂ） 2.9 2.8 2.6

18 歳未満同居世帯数（Ｄ） 10,237 9,928 9,812

18 未満同居世帯率（Ｄ÷Ｂ） 30％ 28％ 26％

6 歳未満同居世帯数（Ｅ） 4,364 4,158 3,936

6 歳未満同居世帯率（Ｅ÷Ｂ） 13％ 11％ 10％

15 歳未満人口 14,604 14,240 13,756

15 ～ 64 歳（生産人口）（Ｉ） 67,776 63,414 59,429

高齢者（65 歳以上）数（Ｆ） 15,298 19,634 25,000

高齢者率（Ｆ÷Ａ） 15.7％ 20.1％ 25.3％

後期高齢者（75 歳以上）数（Ｇ） 6,445 8,130 10,193

後期高齢者率（Ｇ÷Ａ） 6.6％ 8.3％ 10.3％

後期高齢者独居世帯数（Ｊ） 594 926 1,402

85 歳以上人口数（Ｈ） 1,543 2,136 2,887

85 歳以上人口比率（Ｈ÷Ａ） 1.5％ 2.2％ 2.9％

85 歳以上独居世帯数 205 392

生産人口 /85 歳以上人口 43.9 人 29.6 人 20.5 人

可児市の状況
この表は、『ソシオマネジメント vol．3 ～小規模多機能自治 - 総働で、人「交」密度を高める』の市町村の持
続可能性指標（案）を参考にしています。
数字は、国勢調査平成 17 年、平成 22 年、平成 27 年のデータを使用しています。

（総務省統計局　http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/）



　

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 ： 2017 年 1 月 12 日（木）、1 月 20 日（金）
　　　　　　　　1 月 26 日（木）、2 月 2 日（木）
　　　　10 時～ 11 時 30 分（受付 9 時 45 分）
場　 所 ： 可児市保健センター
参加費 ： 無料　（保険料 1 回 30 円 /1 人）
対　 象 ： 未就園児の双子、三つ子とその家族

新しい年を祝って
みんなで大～いに初笑い

◆◆　新春長坂寄席　◆◆

◆◆　にこにこ子育て教室　◆◆

【主　催】　長坂ふれあい寄席
【問合せ】　090-6649-8020（尾石）
　　　　　090-8327-8296（油永）

【主　 催】　ＮＰＯ法人ぎふ多胎ネット
【問合せ】　TEL ＆ FAX　0572-24-2322
　　　　　MAIL　gifu.tatainet@gmail.com 　　　

4 回連続講座（単独参加 OK ！）
会場駐車場から会場までの移動もスタッフがお手伝いします

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 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 ： 2017 年１月７日（土）
　　　　10 時 00 分～ 11 時 30 分
　　　　（9 時 45 分開場）
場　 所 ： ふれあいセンター長坂 1 階和室
参加費 ： 無料

（特）可児市 NPO 協会

日　 時 ： 2017 年１月 14 日 / ２月 11・25 日
　　　　３月４・11 日（土）
　　　　10 時 00 分～ 12 時 00 分　
場 　所 ： かにＮＰＯセンター
参加費 ： 全５回 2,500 円
　　　　（別途テキスト代 800 円）

◆◆　パソコン講座　◆◆

【主　催】   ＩＴ寺子屋
【申込み】 　0574-64-0393（大野）

※申込み締切１月 11 日

Word 中級Ⅱ
文字入力・表作成・文書をイラストや写真で飾る



⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇ ⽇曜⽇
28 29 30 01 02 03 04

◆おもちゃ病院
9︓00〜11︓00
福祉センター
◆防災講演会
13︓30〜15︓30
ふれあいセンター⻑坂

◆可児
ウインドオーケストラ
14︓00〜
⽂化創造センターala
◆⽯岡史⼦さんお話会
13︓30〜15︓30
ヤマカまなびパーク

05 06 07 08 09 10 11
◆体験おさんぽ会
10︓30〜13︓30

◆コネットひろば
ハンドメイドひろば
10︓00〜14︓00
福祉センター

◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00
春⾥公⺠館
◆⼈材育成講座
16︓00〜17︓30
とうしん学びの丘エール

◆おもちゃ病院
9︓30〜12︓00
広⾒児童センター

◆蓮yoga
10︓00〜11︓30
光蓮寺
◆可児市⺠第九合唱団
コンサート
13︓00〜17︓00
創造センターala

12 13 14 15 16 17 18
◆かにぱそ
10︓00〜15︓00
今渡公⺠館

◆IT寺⼦屋
10︓00〜15︓00
広⾒公⺠館ゆとりぴあ
◆かにぱそ
13︓00〜15︓00
帷⼦公⺠館
◆可児⾃炊塾
クリスマスお茶会
10︓00〜12︓00

◆おしゃべりサロン寄席
10︓00〜11︓00
おしゃべりサロン（広⾒）

◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00
春⾥公⺠館

◆可児⾃炊塾
⼦どもの個性と向き合うこ
そだて②
10︓00〜12︓00
かにNPOセンター

◆可児農業祭
10︓00〜16︓00
花フェスタ記念公園
◆おもちゃ病院
9︓30〜11︓30
かにNPOセンター

◆⼥性合唱団合同演奏
会コーラスダイアリー
14︓30〜16︓00
⽂化創造センターala

19 20 21 22 23 24 25
◆かにぱそ
10︓00〜15︓00
今渡公⺠館

◆コネットひろば
乳幼児期の発達あそび
10︓00〜14︓00
福祉センター
◆不登校児⺟の会
19︓00〜21︓00
かにNPOセンター

◆コネットひろば
＠ハグくみ
10︓00〜14︓00
福祉センター

◆みんなで唄う⾳楽会
13︓30〜15︓00
愛岐ケ丘集会所

◆かにNPOフェスタ
10︓00〜15︓00
福祉センター

26 27 28 29 30 31 01
◆かにぱそ
13︓00〜15︓00
帷⼦公⺠館

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）　　090-7697-4136　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
◆愛岐ケ丘ミュージックサロン　080-6945-3880　担当⾕中さん
◆かにぱそこんくらぶ　080-6945-3880　担当⾕中さん
◆防災講演会　　090-1230-3943　可児市防災の会　担当藤村さん
◆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
◆可児ウインドオーケストラ　090-8733-9850　担当⿊岩さん
◆不登校児⺟の会　090-8076-9607　あおむし倶楽部　担当⼭⼝さん
◆可児市⺠第九合唱団コンサート　090-2347-5562　担当津⽥さん
◆⼥性合唱団合同演奏会　0574-62-4668　担当⼭本さん
◆体験おさんぽ会　koniwataiken@gmail.com　⾃然育児こどもの庭　担当村⼭さん　藤⽊さん
◆佐藤⼀斎に学ぶ⼈材育成講座　0572-28-3021　とうしん地域活⼒研究所
◆⽯岡史⼦さんお話会　0572-23-4937　多治⾒おやこ劇場
◆おしゃべりサロン寄席　0574-65-3318　⻑坂亭福寿

〜12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

（特）可児市NPO協会



助成金情報

ベネッセこども基金

【実施団体】公益財団法人ベネッセこども基金
【関連 URL】http://benesse-kodomokikin.or.jp/
【問い合わせ】
ＴＥＬ :04-7137-2570
※月～金　10 時 00 分～ 17 時 00 分
※祝日、2016 年 12 月 28 日～ 2017 年 1 月 4 日を除く

【募集時期】
2016 年 11 月 18 日～ 2017 年 1 月 5 日 必着

【内容／対象】
■助成の目的
未来ある子どもたちの学習の支援に取り組む団体への助成
を通じて、子どもたちの学習環境整備や学びの機会づくり
に寄与することを目指します。 
■対象分野
テーマ 1
経済的困難を抱える子どもたちの学び支援活動助成
テーマ 2
災害地の子どもたちの学びや育ちの支援活動助成
■助成対象
上記助成テーマで活動を行っている以下の非営利団体
・特定非営利活動法人、社団法人、社会福祉法人、財団法
人等の非営利活動を行う団体
・助成期間中の活動について、所定の方法で活動報告を行
うことにご理解いただける団体
■対象活動期間
2017 年 4 月 1 日～ 2018 年 3 月 31 日 

【助成金額】
テーマ１　助成金総額： 20,000,000 円 
テーマ２　助成金総額：23,000,000 円
1 件あたりの上限額は規定しないが 100 万円～ 200 万円

【応募方法】
財 団 ホ ー ム ペ ー ジ（http://benesse-kodomokikin.or.jp/）
フォーマットに必要事項記載の上
メールの場合：kodomokikin-jyosei@grop.co.jp
郵送の場合：〒 277-0834 

千葉県柏市松ヶ崎新田 13-1　ロジポート北柏 4F 
( 株 ) グロップ内　ベネッセこども基金助成事務局

【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

　あっという間に 2016 年も終わろうとしています。来年の手帳をウキウキしながら選んでいたら、子どもた
ちに「来年のことを言っていると鬼が笑う」と言われました。笑われようが何されようが手帳は必要。最近は
手帳もアナログ（手書き）？デジタル（パソコン管理）？と聞かれるようになりましたね。（W)

（特）可児市 NPO 協会

公益財団法人
ノエビアグリーン財団 助成事業 

【実施団体】ノエビアグリーン財団
【 関 連 URL】http://www.noevirgreen.or.jp/grants/index.
htm

【問い合わせ】
〒 104-8208
東京都中央区銀座 7-6-15
公益財団法人ノエビアグリーン財団
TEL：03-5568-0305　9 時 00 分～ 17 時 30 分
 ( 土日祝日・年末年始除く )
e-mail：info@noevirgreen.or.jp  

【募集時期】
2016 年 12 月 1 日～ 2017 年 2 月 28 日 

【内容／対象】
■助成の趣旨
児童、青少年の健全な育成や、スポーツの発展、普及に寄与。
■対象分野
社会教育、学術・文化・芸術・スポーツ、環境保全、子ど
もの健全育成

【応募資格】
団体：児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体験活
動、およびスポーツの振興に関する事業を積極的に行い、
または奨励している団体※詳細はホームページで要確認。
個人：将来、世界大会やオリンピック出場を目指すアマチュ
アスポーツ選手（18 歳以下）。

【選考方法】
年間の助成件数および各々の助成金額は、選考委員会にお
いて決定します。1 件ごとの助成金額は、活動内容によっ
て異なり、1 件あたり上限 300 万円とします。 

【助成金額】
助成金総額： 12,000,000 円 
1 件あたりの上限額： 3,000,000 円

【昨年度実績】
応募件数：114 件　／　うち継続 - 件
助成件数：10 件　／　うち継続 - 件
助成金総額：8,000,000 円　／　うち継続 - 円 


