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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:　0574-60-1222
（特）可児市 NPO 協会

休館日　7 月 23 日（日）

【かにＮＰＯセンター講座 ・ イベント一覧】

かに NPO センターでは今年度も様々な講座を企画しています。
問合せ・申込は、かに NPO センターまで（0574-60-1222）

【コネットひろば】　※申込み不要・参加費無料
おしゃべりサロン・子育て相談・弁当持込み可
日　時　10：00～ 14：00
　　　　7月 12日（水）　新聞紙あそび
　　　　7月 18日（火）　発達あそび
　　　　7月 27日（木）　ハイハイあそび
場　所　可児市福祉センター

【会計講座～基礎編～】

日々の会計・マイナンバーなど教えて頂きます。
日　時　7月 7 日（金）　13：30～ 15：30
　　　　7月 14日（金）　13：30～ 15：30
場　所　かにNPOセンター
参加費　各回 500 円（先着 20名）
講　師　田島宏美さん（田島会計事務所）

【可児自炊塾基礎講座④～可児の郷土料理～】

日　時　7月 11日（火）　10：00～ 12：00
場　所　かにNPOセンター
参加費　500 円

【なるほど！ NPO】

NPO って何？市民活動の基本から、
日ごろの疑問・悩みまで気軽にお話しましょう。
日　時　7月 18日（火）　13：30～ 15：30
場　所　かにNPOセンター
参加費　500 円　（先着 20名）

【数字でカフェ～人口～】

地域の中にある様々なデータを基に、地域のこれ
からをワールドカフェ形式で気軽に話しましょ
う。第 1 回目のテーマは人口です
日　時　8月 20日（日）　13：30～ 16：00
場　所　かにNPOセンター
参加費　無料　20名先着順



　

　

終わりました！ 可児自炊塾③

　6月の自炊塾では白梅・紫蘇梅・はちみつ梅・
オリーブオイル漬けを作るワークショップを開催
しました。梅干しは日本人と切っても切れない生
活に根付いた食べ物です。青梅には青酸が含まれ
ているのでそのまま大量に食べると死に至る危険
もあります。しかし、アルコールや塩分、天日干
しにより毒性が低下します。そうしたものは逆に
健康食品として好まれています。このように日本
の環境に合い、生活に根付いた食物を食べること
が「食養生」につながります。今回の自炊塾では
この視点が「身土不二」という考え方で身体（身）
と環境（土）はバラバラではありません（不二）

2017 年 6月 13日（火）　10：00～ 12：00
かに NPOセンター

（特）可児市 NPO 協会

ということをお伝えさせて頂きました。
　梅干しを初めて作る参加者もいらっしゃいまし
たが、みんなで一緒に作ったことや思ったよりも
簡単だったということで楽しんで頂けました。講
座終了後、梅を買いに行き自分でやってみた方も
いらっしゃいました。講座でやった内容を生活に
活かしてもらうことができ、とてもうれしいです。
　次回 7月 11日（火）は可児の郷土料理を基に
食から得られる帰属意識を考えます。可児市役所
経済振興課の方に「可児育ち認定品」についても
お話していただく予定です。

コネットひろば
　10：00～ 14：00　可児市福祉センター

（月 3回開催予定）

　「コネットひろば」は子育て支援に関わる団体
や個人が集まってできた子育て支援ネットワーク
が運営する子育てサロンです。
　6月はプロフィールブックを作りました。プロ
フィールブックとは子どもの普段の様子や関わり
方、知っておいてほしい情報をみんなで共有する
ためのノートです。子どもが毎日、安心してどこ
ででも過ごせるよう、サポートする為のものです。
　プロフィールブックに子どもの成長を書き込ん
でいくと、日々の生活が忙しく見過ごしていたわ
が子の「初めてできたこと」に気づくこともでき

ます。今まで子どもに費やしてきたあれやこれや
を思い出すこともできます。
　今回のプロフィールブック作りは発達に困り感
のある子どもを持つ親の会「ひまわりの会」が主
体となって実施しました。



 新 着 図 書
ガバナンス　6 月号　循環型地域経済へのアプローチ

社会を変えたい人のためのソーシャルビジネス入門

3.11 女たちが走った　女性から始まる復興への道

社会をちょっと変えてみた　ふつうの人が政治を動かした七つの物語

ぎょうせい

駒崎弘樹（著）　PHP 新書

㈵日本 BPW 連合会　編　ドメス出版

駒崎弘樹・秋山訓子　岩波書店

子育てインフォメーション

可児市まちづくり助成事業
～助成対象団体活動報告～

（特）可児市 NPO 協会

子育てと病気

　可児市のホームページ「福祉医療制度は？」
のページを見てみると、可児市が負担している
福祉医療費助成金額が掲載されています。いく
らだと思いますか？その中で子ども医療費が平
成 27 年度は 420,580,790 円の支給されてい
ます。
　可児市では中学 3年生までの自己負担分を
市が助成しています。自己負担分なので医療費
総額の 3割。残りの 7割は大人が納めている
保険料で賄っているのですが、中学生までの子
どもに対して年間 14億円の医療費が掛かって
いる計算になります。（母子家庭、父子家庭の子ども
は含まれていません）

　私たちは病気になったらもちろん病院に行き
ます。でも、医療費が掛からないからといって
安易に受診していませんか？また、病気になら

ない努力はどれだけしていますか？
　例えばインフルエンザが流行する季節に真っ
先に感染する子どもと、全く感染せずに小学校
6年間無欠席の子どもがいることはご存知で
しょうか？同じ部屋にいてもインフルエンザに
感染する子とそうでない子がいるのです。
　治療は医師に任せるとして、誰にでもできる
ことは「予防」です。日ごろの食生活、生活リ
ズムを整えることで予防できる病気はたくさん
あります。鼻で呼吸すること、よく噛むことは
誰にでも無料でできる健康法です。
　可児市は子育て世代に手厚く子育てしやすい
地域です。が、私たちもできることから始めて
みませんか？
※可児市ホームページ
http://www.city.kani.lg.jp/2920.htm　参照

■　2015 年日本の医療費は 40 兆円を超えた。可児市は中学校を卒業するまで市が医療費を負担している。
■　病気になったら病院に行くというよりも、本当は病気にならない体の方が良いのではないでしょうか？

　助成事業対象団体の岐阜県助産師会中濃地区
の皆さんが活動相談に来館されました。自分た
ちの事業にもっと多くの方に来てもらうために
はどうしたら良いか？考えました。そのために、
・どこの、誰を対象者にして活動しているのか？
・事業終了後、対象者にどうなって欲しいのか？
・それが伝わるチラシになっているのか？
など、この他にもたくさん相談していかれまし
た。
　かに NPOセンターでは助成金対象団体の活
動相談など連携しながら各団体を応援していき
たいと思います。



数字 でみる可児市⑧～地域の活動 ・市民活動
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。

  今渡地区　人口 9,151 人

　・公民館登録サークル数	 78
　・ふれあい・いきいきサロン	 3
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・子育てサロン	 1
　・自主防災組織	 8
　・自治会数	 8

  下恵土地区　人口 9,882 人

　・公民館登録サークル数	 35
　・ふれあい・いきいきサロン	 5
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・子育てサロン	 1
　・自主防災組織	 13
　・自治会数	 15

  帷子地区　人口 20,506 人

　・公民館登録サークル数	 126
　・ふれあい・いきいきサロン　13
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・子育てサロン	 3
　・子ども食堂	 １
　・自主防災組織	 10
　・自治会数	 13

  土田地区　人口 8,442 人

　・公民館登録サークル数	 35
　・ふれあい・いきいきサロン	 5
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・子育てサロン	 1
　・自主防災組織	 10
　・自治会数	 21

  姫治地区　人口 4,217 人

　・公民館登録サークル数　	 33
　・ふれあい・いきいきサロン	 3
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・子育てサロン	 1
　・子ども食堂	 1
　・自主防災組織	 6
　・自治会数	 8

  春里地区　人口 6,710 人

　・公民館登録サークル数	 82
　・ふれあい・いきいきサロン	 1
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・子育てサロン	 1
　・自主防災組織	 4
　・自治会数	 10

  川合地区　人口 5,632 人

　川合公民館
　公民館登録サークル数	 45
　・ふれあい・いきいきサロン	 1
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・子育てサロン	 1
　・子ども食堂	 1
　・自治会数	 4

  桜ケ丘地区　人口 9,272 人

　・公民館登録サークル数	 126
　・ふれあい・いきいきサロン	 5
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・子育てサロン	 1
　・子ども食堂	 1
　・自主防災組織	 3
　・自治会数	 3

帷子小学校区
　( 市子協加入 ) 子ども会　8

南帷子小学校区
　( 市子協加入 ) 子ども会　5

春里小学校区
　( 市子協加入 ) 子ども会　7

桜ケ丘小学校区
　( 市子協加入 ) 子ども会　0

土田小学校区
　( 市子協加入 ) 子ども会　18

今渡南小学校区
　( 市子協加入 ) 子ども会　13

旭小学校区
　( 市子協加入 ) 子ども会　5

今渡北小学校区
　( 市子協加入 ) 子ども会　10

地域で行われている活動は、主に構成員と対象によって、大きく２つに分類することができます。
　・地縁型組織（自治会等その地域に住んでいることでつながる人による活動。地域の課題は分野を特定しない）
　・テーマ型組織（NPOなど特定の活動分野を持つ活動。構成員の居住地は様々だが、地域限定の場合もある）
どちらも、高齢者問題、子育て支援、地域づくり、福祉、環境、防災等のテーマ（目的）を持って活動しています。
地域の課題が多様で複雑になるにつれ、全国的には地縁型とテーマ型が融合したような組織形態・活動形態や、両
者の連携・協働による活動も行われています。



かに NPO センター　（NPO法人可児市NPO協会が運営	/	可児市下恵土 5166-1　可児市総合会館分室内）
　　　　　http://www.kani-npo.gr.jp
　利用登録団体　131（可児市NPO協会団体正会員及び賛助会員を含む）

　可児市のNPO法人の数　32（平成 29年 5月末現在）

  久々利地区　人口 1,795 人

　・公民館登録サークル数	 23
　・ふれあい・いきいきサロン	 1
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・自主防災組織	 1
　・自治会数	 5

  広見東地区　人口 2,431 人

　・公民館登録サークル数	 27
　・ふれあい・いきいきサロン　
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・自主防災組織	 6
　・自治会数	 8

  兼山地区　人口 1,366 人

　兼山公民館
　公民館登録サークル数	 25
　・ふれあい・いきいきサロン	 9
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・自主防災組織	 1
　・自治会数	 9

    広見地区　人口 7,408 人

　・公民館登録サークル数	 91
　・ふれあい・いきいきサロン	 7
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・子育てサロン	 1
　・子ども食堂	 1
　・自主防災組織	 3
　・自治会数	 13

  平牧地区　人口 10,403 人

　・公民館登録サークル数	 25
　・ふれあい・いきいきサロン　14
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・自主防災組織	 9
　・自治会数	 12

  中恵土地区　人口 3,449 人

　・公民館登録サークル数	 41
　・ふれあい・いきいきサロン	 2
　　（対象：高齢者～多世代）	
　・自主防災組織	 2
　・自治会数	 6

ボランティアセンター（社会福祉法人可児市社会福祉協議会が運営	/	可児市今渡 682-1　福祉センター）
　　　　　http://www.kanishishakyo.or.jp/volunteer_center.html
　ボランティアセンター登録団体　109

・ふれあい・いきいきサロンは、対象者を地域の人に限
定して活動と、対象者を限定しない活動があります。

・子ども会は、可児市子ども会育成協議会に加入してい
る数です。子ども会に準ずる活動をしていても協議会に
加入していない地域もあります。

・公民館の登録は、複数の公民館に登録して活動いるサー
クルもあります。また、市外のサークルも登録していま
す。

兼山小学校区
　(市子協加入 )子ども会　0

東名小学校区
　( 市子協加入 ) 子ども会　1

広見小学校区
　( 市子協加入 ) 子ども会　11

地域の中には、これ以外にも様々な活動が行われていま
す。例・見守り活動・高齢者の移動支援・会食サービス・
防災など。
ここに掲載した活動は、市、社会福祉協議会、かに
NPO センター等公的機関・施設のホームページや資料
で確認できるものに限られています。
参照
　可児市ホームページ
　可児市社会福祉協議会ホームページ
　かにNPOセンターホームページ



　

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！

音楽療法士さんを講師に参加型コンサートを
楽しみ、手作りお菓子で交流します

◆◆　やすらぎコンサート　◆◆

【主 　 催】　介護をともに考える会
　　　　　相互扶助の会いしずえ
【問合せ】　0574-63-7954

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 7月 10日（月）
　　　　13時 00分～ 15時 00分
場　所： 可児市福祉センター
参加費 ： 200 円

（特）可児市 NPO 協会

日　 時 ： 2017 年 7月 22日（土）
　　　　　　　　8月 5日、26日（土）
　　　　　　　　9月 9日、23日（土）
　　　　10時 00分～ 12時 00分
場 　 所 ：かにNPOセンター
受講料 ： 3,300 円（テキスト込み）
締切り：7 月 19 日（水）

◆◆　写真を加工してアルバムづくり　◆◆

【主　催】　ＩＴ寺子屋
【申込み】　0574-64-0390（大野）
　　　　　受付時間 18：00～ 21：00
　　　　　電話またはファックスで
　　　　　氏名・住所・電話番号を明記

日　時 ： 2017 年 7月 23日（日）
場 　所 ：可児市東帷子薬王寺ハス池
参加費：無料　（写生も歓迎です）

【主　催】　鳩吹山を緑にする会
【問合せ】　電話 0574-62-0506　ファックス 0574-62-4202
　　　　　メール　myk1996@xVh.biglobe.ne.jp（三宅）

◆◆　ヒメコウホネと大賀ハスの観察会　◆◆

古代ハスの大賀ハス、絶滅危惧種のヒメコウホネの観察や
ハスの葉っぱでジュースを飲む体験などを行います

撮りためた写真を飾ってアルバムにします



（特）可児市NPO協会

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
26 27 28 29 30 01 02

◆おもちゃ病院かに
9：00～11：00
福祉センター

03 04 05 06 07 08 09
◆生涯学習かに
パソコン講座
9：30～11：30
ゆとりピア
◆笑福の会寄席
10：00～12：00
おしゃべりサロン

◆ＩＴ寺子屋
10：00～12：00
13：30～15：30
かにNPOセンタ―

◆会計講座 基礎編
13：30～15：30
かにNPOセンタ―

10 11 12 13 14 15 16
◆かにぱそこんくらぶ
10：00～12：00
13：00～15：00
今渡公民館
◆やすらぎコンサート
13：00～15：00
福祉センター

◆可児自炊塾
基礎講座
10：00～12：00
かにNPOセンタ―

◆コネットひろば
10：00～14：00
福祉センター

◆会計講座 基礎編
13：30～15：30
かにNPOセンタ―

◆おもちゃ病院かに
9：30～11：30
かにNPOセンタ―

◆きらきらぼし
子育てサロン
10：00～15：00
福祉センター

17 18 19 20 21 22 23
◆コネットひろば
10：00～14：00
福祉センター
◆なるほど！NPO
13：30～15：30
かにNPOセンタ―

◆生涯学習かに
パソコン講座
9：30～11：30
ゆとりピア
◆ふれあい寄席
13：30～15：30
杜の幸（もりのさち）

◆ＩＴ寺子屋
10：00～12：00
13：30～15：30
かにNPOセンタ―

◆おもちゃ病院かに
9：30～12：00
兼山児童館
◆折り紙教室
10：00～15：00
おしゃべりサロン
◆ＩＴ寺子屋
10：00～12：00
13：30～15：30
かにNPOセンタ―

◆鳩吹山を緑にする会
大賀ハス観察会
10：00～11：30
薬王寺 ハス池

24 25 26 27 28 29 30
◆かにぱそこんくらぶ
10：00～12：00
13：00～15：00
今渡公民館

◆可児自炊塾
ステップアップ講座
10：00～12：00
かにNPOセンタ―
◆不登校児母の会
19：00～21：00
かにNPOセンタ―

◆コネットひろば
10：00～14：00
福祉センター

31 01 02 03 04 05 06
◆かにぱそこんくらぶ
10：00～12：00
今渡公民館

各イベントに関しての問合せ・申込み
◆コネットひろば・可児自炊塾・会計講座・なるほど！NPO　0574-60-1222　かにNPOセンタ―
◆IT寺子屋　0574-64-0393　担当大野さん
◆かにぱそこんくらぶ・愛岐ケ丘ミュージックサロン　080-6945-3880　担当谷中さん
◆生涯学習かに　0574-65-7052　担当西垣さん
◆おもちゃ病院かに　090-5102-6163　担当葛山さん
◆きらきらぼし子育てサロン　kirakirakosodate@na.commufa.jp
◆不登校児母の会　090-8076-9607　担当あおむし倶楽部　山口さん
◆おしゃべりサロン　0574-62-1133　担当桜井さん　0574-65-3318（笑福の会）　0574-62-6628（折り紙）
◆鳩吹山を緑にする会　0574-62-0506　担当三宅さん
◆杜の幸（もりのさち）　0574-50-8524　担当山口さん
◆やすらぎコンサート　0574-63-7954　福祉の店くるみ

～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

かにNPO
センター休館日



助成金情報

平成３０年度
 NFD one leaf fund 

実施団体　日本フラワーデザイナー協会 
関連 URL

http://www.nfd.or.jp/division/nfd-one-leaf-fund 
問合せ

公益社団法人日本フラワーデザイナー協会
〒 108-8585 東京都港区高輪 4-5-6　担当：大戸
TEL 03-5420-8741 FAX 03-5420-8748
メールアドレス :oneleaf@nfd.or.jp 
募集時期　2017 年 4 月 1 日～ 8 月 31 日 
対象分野

保健・医療・福祉、学術・文化・芸術・スポーツ、
環境保全、その他 
対象事業

調査・研究、事業プロジェクト、その他 
内容／対象

①植物保護活動
　日本古来の植物種、地域固有種、絶滅危惧種等
　の保護・増殖等に関する公益的な活動
②自然保護・環境保全の調査・研究
　日本の希少植物種の保護や自然景観・環境保全
　への貢献が期待できる調査・研究活動
③花や植物を通じた環境福祉活動
　日本の自然環境や社会環境の改善を目的とし、
　花や植物を通じて福祉へ貢献が期待できる活動
対象期間　

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日ま
でに実施予定の活動及び事業 
応募方法

応募書類は HP 上にてダウンロードもしくは、電
話にて応募書類の送付を希望して下さい。 
助成金額

助成金総額： 3,000,000 円 
1 件あたりの上限額： 800,000 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

　6 月に入り、黙々と梅のヘタ取りをしています。青いうちに食べるとお腹を壊すのに、塩やアルコール
などで毒性をほぼ無害化し、食べるこの習慣が面白くてたまりません。干し柿も同じですね。梅や渋柿を
食べられるようにした人の発想と工夫にワクワクしながら 6 月を過ごしました。（W)

（特）可児市 NPO 協会

大竹財団助成金 

実施団体　一般財団法人大竹財団 
関連 URL　http://ohdake-foundation.org/index.
php/grant.html 
問合せ

一般財団法人大竹財団（事務局／担当：関盛）
〒 104-0031 東京都中央区京橋 1-1-5 セントラ
ルビル 11F
TEL 03-3272-3900　FAX 03-3274-1707
募集時期　随時 
対象分野

環境保全、人権・平和、国際協力・交流、NPO
支援 
対象事業　事業プロジェクト 
内容／対象

大竹財団では、主旨､ 活動目的を共にし、社会問
題解決に取り組む個人､ NGO、NPO に助成金を
給付しています。
募集概要

優先助成分野： 
① 平和
② 環境／資源エネルギー
③ 人口／社会保障
④ 国際協力
募集期間

通年。平成 29 年 4 月以降に始まる事業のみ募集
受付いたします
応募方法

申請書とともに下記書類を添付（1 ～ 4 の書類は
必須。5 ～ 8 は任意）の上、郵送にてご申請くだ
さい。（郵送の際、封書おもてに「助成金申請書
類在中」とご明記ください）
助成金額

1 件あたりの上限額： 500,000 円 
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