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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:　0574-60-1222
（特）可児市 NPO 協会

【可児自炊塾 基礎講座①】

日　 時 ： 2017 年 4 月 11 日（火）
　　　   10 時 00 分～ 12 時 00 分　　  
場　 所 ： かにＮＰＯセンター
参加費 ： 500 円
定   員 ： 5 名（先着順）

※年間受講生 15 名他毎回５名ずつ募集します

イントロダクション～子育てやっていいこと悪いこと～
可児自炊塾は年間 12 回のプログラムを企画しています。12 回の講座では何を目指
しているのか？どんなことをやるのか？お話します。
第 1 回は特別講師として可児市役所こども課の方からも子育ての社会課題につい
てお話していただきます。

【女性目線の防災講座①】

第 1 回開催

日　 時 ： 2017 年４月 26 日（水）
　　　   10 時 00 分～ 12 時 00 分
場　 所 ： かにＮＰＯセンター
参加費 ： 500 円（資料代含む）
定   員 ： 15 名（先着順）

～子どもの成長と家族のハッピーにつながる防災～
全６回の防災講座。女性の視点を加えることで、誰
もが安心できいざという時に慌てず行動できる『日
ごろの備え』を一緒に見つけていきましょう。



　
終わりました！ 会計講座決算 ・ 報告編

　秋に開催した会計基礎講座に続き、決算報告編。
NPO の法人格を取得すると、「各団体の定款に定め
られた期末で決算→活動計算書等を作成→総会で承
認→所轄庁へ報告→登記が必要なものは法務局で登
記する」という手続を行うことが法律で定められて
おり、日々の会計から①活動報告書、②活動計算書、
③貸借対照表、④財産目録を作成していきます。　　
　日ごろ NPO 法人で会計に携わっている方の参加
もあり、1 回目は収益事業と非収益事業はどこで判
断をするのか？、事業費と管理費の違いはどこにあ
るのか？ 備品と消耗品の線引きは？ 報償費の内税
計算と外税計算の仕方など・・・。具体的に困って
いることや分からないことに質問が及びました。

2017 年 3 月 17 日・24 日（金）　
講　師：田島宏美さん（田島会計事務所）

（特）可児市 NPO 協会

　2 回目は実際に活動計算書等を作成しました。
NPO には独特な勘定科目があり、配布資料の科目
例に倣って振り分けていきます。分かっているつも
りでも実際にやっていくと合っているのか不安にな
り、混乱します。教えてもらったことを自分の中で
確認しながら実際にできたことがとてもよかったと
思います。
　次回は 6 月に基礎講座を開講予定です。法人格
は持っていないけれど団体や町内会など初めて会計
を任されて不安がある方、疑問に思ったことを確認
したい方のご参加をお待ちしております。

　
各務原NPO 連絡協議会

かに NPO センター視察
2017 年 3 月 21 日（火）
かに NPO センター

　各務原 NPO 連絡協議会の方の視察がありました。
協議会の方々は「各務原にも市民活動センターを！」
という熱い想いをもって活動されています。
　まず市民活動センターとして地域の NPO 団体を
支援することとはどういったことなのか、具体例を
出しながら説明しました。そしてその場に市民がど
ういった形で参加できるのか、行政や市民から何を
求められているのか考えましょうという提案をさせ
て頂きました。各務原市に市民活動センターが市民
の手で作られることを応援します。



 新 着 図 書

まち・むら　137 号

市民の会議術ミーティングファシリテーション入門

「働き盛り」の NPO ドラッカーに学ぶ「真の豊かさ」

（公財）あしたの日本を創る協会

青木将幸　著（ハンズオン埼玉！出版部）

島田恒　著（東洋経済新報社）

★子育てインフォメーション★

可児市まちづくり助成事業

～報告会～

（特）可児市 NPO 協会

子育てと ｢ 食べる ｣

　医療費が 40 兆円を超え、1 億 2,000 万人総不
健康時代を迎えました。昔だったら考えられない
ような病気になったり、昔なら大人しかかからな
かった病気に子どもがかかったりします。参観日
に行くと子どもは猫背でポカンと口を開けている
か、頬杖をついて体を支えている姿をよく目にし
ます。少し前なら考えられない光景でしょう。な
ぜ多くの子どもの口が開き、姿勢を保てないので
しょうか？
　直接的な原因の一つとして舌の筋肉が衰えてし
まって低舌位置になっていることがあげられま
す。舌が正しい位置にないと口が開き、頭が前に
でます。頭が前に出ると体のバランスを保つため
に猫背になり、頬杖をして体を支えるようになる
のです。いつも口が開いた状態でいると口の中が

乾燥して菌が繁殖しやすい環境になります。最近は
歯磨きに対する意識が高い親御さんが多いので虫歯
の子ども自体は減っているのですが、菌が歯茎のと
ころで繁殖し歯肉炎（歯周病の一歩手前）の子ども
が増えています。
　人間が基本となる食べ方を習得するのは３歳くら
いまでです。この時期に獲得した舌の動かし方、飲
み込み方はその後もずっと変わりません。裏を返せ
ば３歳までに正しい舌の使い方・飲み込み方（咀嚼・
嚥下）を身に付けさせれば一生涯自分のものとなり
ます。口が閉じた状態となり病気にもかかりにくい
です。
　後から改善するのは容易ではありませんが、遅す
ぎることもありません。まず、舌を正常な位置に戻
すことを意識して生活してみましょう。

■　３歳までの食べ方がその後の人生の食べ方を決める
■　いつも口をポカンと開け、虫歯はないが歯肉炎の子どもが増えている

日　 時 ： 2017 年３月 18 日（土）
場　 所 ： 総合会館分室 2 階大会議室

　平成 28 年度可児市まちづくり活動助成事業活動
報告会を開催しました。今年度助成を受けた 7 団
体の活動報告では助成金を受けたことによるメリッ
トや団体運営の苦労、活動内容を報告していただき
ました。活動報告終了後は団体交流会を行いました。
他団体との連携を模索し、客観的視点で他団体から
アドバイスをもらうなど話が尽きませんでした。今
年度から始めた交流会です。今後の各団体運営に広
がりを持たせ、より効果的な活動をしていく為の充
実した時間となりました。



数字 でみる可児市⑥～産業
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。

出典　「平成 26年度経済センサス - 基礎調査結果」（総務省統計局）
　　　「平成 26年工業統計調査結果（確報）」（岐阜県統計課）　
　　　「可児市の統計　平成 28年版」（可児市総合政策課）
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宿泊
飲食サービス業

生活関連サービス
娯楽業

教育育
学習支援業

医療
福祉

複合サービス業

サービス業
（他に分類されないもの）

可児市における　産業大分類別　事業所数

 1　　岐阜市  152 803 639
 2　　大垣市  37 387 321
 3　　多治見市  22 694 954
 4　　高山市  20 705 901
 5　　各務原市 20 183 078
 6　　関市 14 475 314
 7　　可児市 14 244 241
 8　　中津川市 12 677 860
 9　　岐南町 12 518 976
10　  羽島市  11 155 145

 1 　 各務原市  69 068 680
 2 　 大垣市  47 258 432
 3 　 可児市  43 955 131
 4 　 関市  34 423 202
 5 　 中津川市  31 620 370
 6 　 岐阜市  26 419 429
 7 　 美濃加茂市  20 787 922
 8 　 恵那市  15 212 952
 9 　 土岐市  14 460 159
10 　神戸町  12 761 131

卸売・小売業販売額　県内上位 10 市
　可児市は県内７位　　（単位：万円）

製造品出荷額　県内上位 10 市
　可児市は県内 3 位　（単位：万円）
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農林漁業

鉱業，採石業，砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）
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教育育
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複合サービス業 サービス業
（他に分類され
　　ないもの）

可児市における産業大分類別　男女別従業者の割合　

　■男性　□女性

可児市における産業大分類別　従事者数 ( 事業所ベース）

女性従事者数の多い「医療・福祉」分類は
・病院・歯科・保健衛星・保育・児童福祉
・介護などの事業所が含まれます



　

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！

みんなで大笑いしましょう

◆◆　おしゃべりサロン寄席　◆◆

【主　催】　 おしゃべりサロン
【問合せ】　0574-62-1133
　　　　　（おしゃべりサロン桜井）
　　　　　0574-65-3318（池永）

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 4 月 5 日（水）
　　　　10 時 00 分～ 11 時 30 分
場　所： おしゃべりサロン
入場料 ： 無料

（特）可児市 NPO 協会

日　 時 ： 2017 年 3 月 26 日（日）
　　　　　大垣市情報工房
　　　　2017 年 4 月 1 日（土）
　　　　　飛騨市古川公民館
　　　　2017 年 4 月 8 日（土）
　　　　　ぎふメディアコスモス
　　　　2017 年 4 月 9 日（日）
　　　　　関市安桜ふれあいセンター
　　　　2017 年 4 月 16 日（日）
　　　　　多治見市とうしん学びの丘エール

◆◆　ハチドリ Café　◆◆

【申込み問合せ】   ぎふハチドリ基金事務局
　　　　　　　　　058-275-9739
※各開催日の２日前までにお申し込みください。

ハチドリ基金
交流会＆平成 29 年度助成事業説明会

日　 時 ： 2017 年 4 月 23 日（日）
　　　　受付 12：30 ～
場 　所 ： 可児市福祉センター
参加費：無料
未就学児託児→無料・要申込み・先着 30 名
小学生体験→無料・要申込み・先着 150 名
　　　　　（科学工作・フォトフレーム・プラ板）

◆◆　「親力で決まる子どもの成長 !!」　◆◆

【主　 催】 一般社団法人可児青年会議所
【問合せ】 0574-62-9010
　　　　　月・水・金　10：00 ～ 16：00
　　　　　http://www.kanijc.jpn.org

～ドラゴン桜流講師×現代アーティストの子育て～

13：00 ～　講師：親野智可等氏
「叱らなくても子どもは伸びる」
～目から鱗の子育てと家庭教育～
15：00 ～　講師：こうぶんこうぞう氏

「じぶんらしく生きる」

第一部

第二部
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◆コネットひろば
10︓00〜14︓00
福祉センター

◆おもちゃ病院かに
9︓00〜11︓00
福祉センター　　　　　 　◆
IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
かにNPOセンター
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◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
13︓30〜15︓30
かにNPOセンター

◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
かにNPOセンター
◆ヒーリング蚤の市#10
10︓30〜16︓30
アーラ
レセプションホール
◆祈りのコンサート
13︓30〜
アーラ　主劇場

◆第２回
シニア共⽣⼤学
9︓30〜15︓30
アーラ
レセプションホール
◆チャンバラ合戦
9︓30〜13︓30
春⾥公⺠館

13 14 15 16 17 18 19
◆コネットひろば
10︓00〜14︓00
福祉センター
◆かにぱそ
13︓00〜15︓00
帷⼦公⺠館

◆会計講座決算編①
13︓30〜15︓30
かにNPOセンター

◆おもちゃ病院
9︓30〜11︓30
かにNPOセンター
◆可児市まちづくり
活動助成⾦報告会
13︓00〜15︓00
総合会館分室２階
⼤会議室

◆可児⾃炊塾
ソウルフード
11︓00〜13︓00
かにNPOセンター

20 21 22 23 24 25 26
◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
13︓30〜15︓30
かにNPOセンター

◆会計講座決算編②
13︓30〜15︓30
かにNPOセンター

◆おもちゃ病院
9︓30〜12︓00
兼⼭児童館
◆かたくりまつり
9︓00〜15︓00
可児川下流域⾃然公園

27 28 29 30 31 01 02
◆かにぱそ
13︓00〜15︓00
帷⼦公⺠館
◆不登校児⺟の会
19︓00〜21︓00
かにNPOセンター

03 04 05 06 07 08 09

◆NPO法⼈IT寺⼦屋　　0574-64-0393　担当⼤野さん
◆かにぱそこんくらぶ　080-6945-3880　担当⾕中さん
◆不登校児⺟の会　090-8076-9607　あおむし倶楽部　担当⼭⼝さん
◆おもちゃ病院かに　090-5102-6163　担当葛⼭さん
◆コネットひろば・会計講座　0574-60-1222　かにNPOセンター
◆祈りのコンサート　0574-60-3311　可児市⽂化創造センター
◆シニア共⽣⼤学　0120-240-702　のうひ葬祭
◆ヒーリング蚤の市＃10　090-4260-3595　BSI　担当⼩川さん

〜３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

可児市まちづくり活動助成金

【実施団体】可児市地域振興課 
【関連 URL】
http://kani-npo.gr.jp/town/

【申請書送付先・問合せ】
NPO 法人可児市 NPO 協会
〒 509-0203　可児市下恵土 5166-1
　　　　　　　かに NPO センター
電話　0574-60-1222　　FAX　0574-60-1250
メール　knc@kani-npo.gr.jp

【募集時期】　2017 年 4 月 1 日～ 4 月 25 日 
【対象分野】可児市の公益的なまちづくり活動
【内容／対象】
・まちづくりスタート助成
これからまちづくり活動を始めようとしている団
体が行う調査・研究活動に対して助成します。
・まちづくり活動助成
可児市を中心として行われる創意工夫にあふれた
まちづくり活動に対して助成します。
・優先テーマ
「住みごこち一番・可児」の実現に向け、市が重
点的に取り組んでいくテーマを優先テーマとして
設定しています。

【助成の決定】 
まちづくり活動助成審査委員会による書類審査と
H29 年 5 月 21 日開催の企画発表会の結果によ
り可否と金額を決定します。

【助成額】
・まちづくりスタート助成　上限 5 万円
・まちづくり活動助成　上限 20 万円
いずれも対象経費の 2 分の 1 以内、助成金のう
ち 2 分の 1 に相当する額を K マネーで交付しま
す。

　【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

　出会いの前の別れの時期です。卒園式・卒業式も少し前とは様変わりし、おじいちゃんおばあちゃんも一緒
に家族で出席する方が増えました。子どもの成長をたくさんの人の目で見守ることのできる社会が未来の子ど
もの笑顔を作る気がしています。（W)

（特）可児市 NPO 協会

平成 29年度「助成事業」

【実施団体】（公財）カメイ社会教育振興財団 

【関連 URL】
http://www.kameimuseum.or.jp/foundation/ 

【問合せ】
公益財団法人 カメイ社会教育振興財団

（カメイ美術館内、10：00 ～ 17：00、月曜定休）
事務局長 今西 晃一
担 当 岡崎 恵美
〒 980-0022 仙台市青葉区五橋 1-1-23
TEL：022-264-6543
FAX：022-264-6544
info@kameimuseum.or.jp

【募集時期】2017 年 3 月 9 日～ 4 月 14 日 
【対象分野】
社会教育、学術・文化・芸術・スポーツ、国際協
力・交流、子どもの健全育成 

【対象事業】
調査・研究、事業プロジェクト 

【内容／対象】
・青少年の社会教育活動に対する助成
・文化及び芸術等の振興に対する助成

【応募制限】
募集要項で要確認

【応募の際の添付資料】
①申請団体の所属する地域の教育委員会又はこれ
に準じる公的機関の推薦書
②申請団体の概要、組織表及び定款又は規約集
③過年度の実績をまとめたもの

【助成金額】
1 件あたりの上限額： 400,000 円 


