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だよりかにＮＰＯ

（特）可児市 NPO 協会

11 月の休館日　11 月 26 日（日）

【かにＮＰＯセンター講座 ・ イベント一覧】

可児自炊塾基礎講座８

～本当に片付く捨て方・残し方①～
日　時　11 月 14 日（火）　10：00 ～ 12：00
場　所　かに NPO センター
参加費　500 円（定員 5 名）

コネットひろば　

10：00 ～ 14：00　可児市福祉センター
日　時　① 11 月   8 日（水）　和室 2　 食育相談
　　　　② 11 月 14 日（火）　和室２　発達あそび
※参加費無料・出入自由・申込み不要・弁当持込み可
コネットひろばは子育てに関わる人が集まっておしゃべ
りしたり、しなかったり、思い思いに過ごすことのでき
る場所です。気軽に遊びに来てくださいね。

問合せ ・ 申込は、 かに NPO センターまで （0574-60-1222）

＜オレンジリボン運動＞

　児童虐待は多くの機関・分野の方の協働と、市
民のみなさまの理解と協力が不可欠です。そこで、
日ごろ様々な機関・分野で活動している人・団体
が 10 月 29 日（日）児童虐待防止の象徴である
オレンジリボンをたすきに仕立てリレーしながら
各地を繋いでいきます。
　11 月 1 日（水）には児童虐待防止シンポジウ

オレンジリボン運動 ・ 子育て応援 NPO フェスタパネル展

＜子育て応援 NPO フェスタ＞

今年は子育て応援フェスタと NPO フェスタを同
時開催します。11 月 26 日（日）10 時～ 15 時、
可児市文化創造センター全館使用して開催しま
す。入場は無料です。（一部有料ブースがあります）

「買い物・癒やし・遊び・ワークショップ・学び・
映画・チャリティーコンサート・食べる」
他にも楽しい催しがいっぱいです。地域をまるご

日　時　11 月 1 日 （水） ～ 11 月 9 日 （木）

場　所　可児市役所　1 階 展示コーナー

と親子で楽しみま
しょう！
詳細は後日配布の
チラシをご覧くだ
さい。事前予約が
必要なものもあり
ますのでご不明な
点はかに NPO セ
ンターまでお問い
合わせください。

ム が 開 催 さ れ ま
す。まず「知る」
ところから一緒に
始 め て み ま せ ん
か？
　パネル展では岐
阜県の虐待の現状
も含め、今までの
オレンジリボン運
動の軌跡をご紹介
します。 主催：特定非営利活動法人 可児市 NPO 協会 / 後援：可児市、可児市教育委員会

協賛：一般社団法人 可児青年会議所 ／ 協力：株式会社 のうひ葬祭、SORA 
助成：とうしん地域振興協力基金

地域の“食べもの・てづくり・癒やし”を詰め込んだマルシェが登場！
また、親子で一緒に遊び・学べる体験や、展示コーナーも充実！

会場内各所にてブース出店Shopping / Playing

Study

Stage

Movie 2F 研修室B1 映像シアター

小劇場

★「かみさまとのやくそく」上映

★合計約80店舗のマルシェと遊び＆学びのブース！

10:00~ 11:30 / 入場無料・予約不要

開場：13:30 / 開演：14:30 ~16:30

・10:30 ~ 12:00（受付：10:00~）

①13:00~13:45 / ②14:00~14:45

※入場料2,000円

①10:30~12:30（受付10:00~） 
②13:00~14:40（受付12:30~） 
▶チケット：500円 （ 全席自由）
※販売：090-6003-6382（担当：野々村）

▶問合せ・申込 :0574-60-1222（かにNPOセンター）

▶問合せ・申込 :090-7692-3070（担当：片桐）

どちらも参加無料 ・要事前予約

★地元演奏家によるチャリティーリレーコンサート

★フルートピアノ教室発表会

★Life Up Kani

★可児自炊塾
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1F 演劇ロフト

積み木
ワークショップ

1F 小劇場

STAGE

1F 主劇場

紙飛行機
飛ばそう！

2F 研修室

STUDY

B1 映像シアター

MOVIE

2F ワークショップルーム洋室

手づくりハーブ
石鹸

10:30~12:10
（受付 10:00）

全席自由

★チケット販売
☎ 090-6003-6382

（担当：野々村）
またはアーラ WEB から予約

【問い合わせ】
☎090-6003-6382（野々村）
運営企画：いじめから子ど
もを守ろうネットワーク

13:00~14:40
（受付 12:30）

全席自由

★チケット販売
☎ 090-6003-6382

（担当：野々村）
またはアーラ WEB から予約

【問い合わせ】
☎090-6003-6382（野々村）
運営企画：いじめから子ど
もを守ろうネットワーク

14:00~16:30
（開場 13:30）

★チケット販売
☎ 080-5296-6579

（担当：加藤）

※当日券もありま
す。

10:00~11:30
幼稚園児から大人ま
でホールでの初演奏
を一所懸命やりきり
ます。
★問合せ
☎ 080-5296-6579

（担当：加藤）

予約不要
参加無料

予約不要
参加無料

要事前予約
チケット2,000円

参加無料
要事前予約

参加無料
要事前予約

参加費：100円
要事前予約

参加費：100円
要事前予約

積み木で
まちづくり

積み木で
屋根付き
円形ドーム

フルートピアノ教室
Toi et Moi
発表会

地元演奏家による
チャリティー

リレーコンサート

紙飛行機
飛ばそう！

かみさま
との

やくそく

可児自炊塾

Life Up Kani

頭の先から足の先
まで見る

歯科衛生士の話

チケット：500円
要事前予約

①10:00~11:00
②11:00~12:00
③12:30~13:30
④13:30~14:30

各回 5名（先着）

手づくりハーブ
石けん。ハーブ
ティと香りのオ
イルで自由な形
のマイ石けんを
作りましょう

★事前申込
☎ 090-8865-3608

（岐阜県園芸福祉教会 中濃支部）

手づくり
ハーブ
石鹸

要事前予約

かみさま
との

やくそく

チケット：500円
要事前予約

①30秒でできる姿
勢の歪みチェック

②１日１分の姿勢
の整え方

13:30~15:00
（受付 13:00）

対象：小中学生
定員：30 名

★事前申込
☎ 0574-60-1222

（かに NPO センター）

10:30~12:00
（受付 10:00）

対象：幼児親子
定員：50 名

★事前申込
☎ 0574-60-1222

（かに NPO センター）
10:30~14:30

アーラで一番広
い劇場で、作っ
た紙飛行機を飛
ばしてみよう！
申込不要なので
気軽に参加して
みてね！

10:00~14:00
紙飛行機は南口
近くの 「ギャラ
リー」 でつくる
ことができるよ！

10:30~12:00
（受付 10:00）

定員：20 名

小児歯科勤務の歯科
衛生士だからこそ分
かる今の子どもに必
要なこと。ここでしか
聞けない話満載です。

★事前申込
☎ 0574-60-1222

（かに NPO センター）

①13:00~13:45
②14:00~14:45

定員：30 名

★事前申込
☎ 090-7692-3070

（担当：片桐）

1F ギャラリー
紙飛行機づくり

参加無料

こ そ だ お う え ん

※問合せ・チケット販売：080-5296-6579（加藤）

お 問 合 せ

Workshop
主劇場 / 演劇ロフト

★紙飛行機飛ばそう！

★積木ワークショップ

①10:30~ ”街づくり”

▶積木ワークショップは事前申込が必要です

対象：乳児親子 定員50名 

※予約不要▶10:30~14:00
参加費無料／主劇場

参加費100円／演劇ロフト

対象：小学生・中学生 定員30名
②13:30~ “屋根付き円形ドーム”

※問合せ・申込 :0574-60-1222（かにNPOセンター）

『頭の先から足の先まで診る歯科衛生士の話』

11月26日 10:00 ̃15:00日
可児市文化創造センターala
岐阜県可児市下恵土３４３３－１３９ 入場無料

地域をまるごと親子で楽しもう！
朝10時からお昼の15時まで楽しいイベントが盛りだくさん！

★ タイムスケジュール ★

★ クリスマスカードラリー ★ 

かにNPOセンター TEL:0574-60-1222

イベント中は会場のあちこちにクイズが隠れているよ！
クイズに答えて楽しいスタンプを一杯集めよう。そこに折り紙で飾って自分だけ
のクリスマスカードを完成させよう！
スタンプラリーカードは【主劇場ホワイエ入り口】でもらえるよ！探してみよう！



　

終わりました！

（特）可児市 NPO 協会

可児自炊塾ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座
9 月 26日（火）10：00～ 12：00
かに NPOセンター

～受講者の感想～
「子どもの食事の仕方を意識してみます」
「唇の使い方（動き方）まで見ていなかった」
　ただ食べることだけに意識が向いていた今まで
から、どうやって食べているかに意識が向いた 2
時間でした。今回は特に離乳食の「つかみ食べ体
験」を通して、月齢ではなく何を基準にして離乳
食を準備し進めていくと良いか、子どもがなぜス
プーンやフォークを上手に使うことができないの
か、知ることができました。

　
可児自炊塾
10 月 10日（火）10：00～ 12：00
かに NPOセンター　

　
なるほどＮＰＯ　～ＳＤＧｓについて考えてみよう～

　3 回目のステップアップ講座は乳幼児期の発達
遊びと子どもの運動器障害についての話でした。
小学生になると運動器機能検診というものがあ
り、そこで親がチェックしなくてはいけない事を
確認しました。子どもが減っているのに学校での
ケガが増えている現状を踏まえ、何に気を付けた
ら良いのか考えました。「帰宅したら子どもの運
動器機能をチェックして、子どもと一緒に遊びた
い」という感想があり子どもとの関わり方を考え
る時間になりました。

・ＳＤＧｓとはどう読むのでしょう？
・ＳＤＧｓとは何でしょう？
・何の為にあるのでしょう？
初歩の初歩を知ることからスタートした「なるほ
ど NPO ～ＳＤＧｓについて考えてみよう～」
　ＳＤＧｓとは国連の定めた「持続可能な開発目
標」のことで 17 の目標と 169 のターゲット（達
成基準）からなります。日本では企業が経営に導

9 月 27日（水）19：00～ 21：00
かにＮＰＯセンター

入するなど多様な取り組みが行われています。
　今回の講座でＳＤＧｓをより自分事にするため
のプロジェクトが参加者により結成されました。
年明け早々に 17 の目標の一つである「1. 貧困を
なくそう」について考えるイベントを計画中。
　プロジェクトにはいつでも誰でも参加できま
す。興味のある方はかにＮＰＯセンターまでお問
い合わせ下さい。　（0574-60-1222）



 新 着 図 書
ガバナンス　10 月号～子どもを守り、子どもが育つ地域づくり～
まちむら 139　忘れない、風化させない 3.11- 三陸鉄道震災学習列車 -

「なんとかする」子どもの貧困

ぎょうせい
（財）日本宝くじ協会

湯浅　誠（著）　角川新書

子育てインフォメーション

可児市まちづくり助成事業
～岐阜県助産師会　中濃地区～

（特）可児市 NPO 協会

子育てと病院

　7 歳までの子どもは頻繁に熱を出します。子
どもは熱を出しながら育ち、丈夫な体になって
いくとはいえ、診療時間外に具合が悪くなるこ
とが多くとても心配になります。欲しい情報は
検索すれば簡単に手に入る時代。可児市内で小
児科を検索すると 25 件もヒットします。その
中から、自宅からの距離やママ友からの情報、
口コミ（ネットでの評判）などを頼りに長くお
付き合いできる病院、頼りとするホームドク
ターに巡り合いたいものです。なにより子ども
に負担のかからない様に病院ジプシー（病院巡
りをする人たち）にならないようにしたいです。
　以前、私が病院ジプシーになりかけたころ、
ある先生から言われた一言。

「病院はどこを選ぶかではなく、先生とどうい
うコミュニケーションを取っていくか？という
ところが一番大切。お母さんが不安だと子ども
はもっと不安だよね。」ということでした。
　子どもは上手に自分の体の不調を説明するこ
とができません。親は子どもの病気の進行具合
を一番よく知っている人であり、それを専門家
の先生に伝え、先生の言う事が理解できる人で
す。
　先生とコミュニケーションをとり、分からな
いことがあれば納得するまで質問しましょう。
それが子どもを早く元気にする一番の近道にな
るでしょう。

■　子どもが生まれないと行くことがなかった小児科。 どこの小児科を選べば良いのか分からない。

■　病院は混んでいるし、 質問されたことに答えるだけで帰ってくることがほとんど。

【マタニティーウォーキング参加者募集】

日　時　11 月 25 日（土）
　　　　10 時～ 13 時（9：30 ～受付）
場　所　ふるさと川公園
　　　　集合場所は可児市保健センター 2 階
参加費　1000 円（夫婦参加 1500 円）
　　　　※弁当代・保険代
持ち物　母子健康手帳
　　　　飲み物（水は用意します）
　　　　汗拭きタオル・着替え（必要な方）
　　　　参加許可書・参加同意書
その他　雨天の場合は室内にてマタニティヨガ
　　　　無料託児有
　　　　（安全の為同伴での参加はご遠慮ください）

申込み　hapi03josannshi@gmail.com
　　　　080-5112-2853（堀江）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00  

1F 
美術ロフト 

            

1F 
演劇ロフト 

            

1F 
音楽ロフト 

            

1F 
ギャラリー 

            

1F 
主劇場 

            

1F 
小劇場 

            

GF 
映像シアター 

            

GF 
演劇練習室 

            

2F 
研修室 

            

2F 
レセプションルーム 

            

2F 
ワークショップルーム 

            

屋外 
            

 

★紙飛行機飛ばそう！  10:30～14:30 

★積木ワークショップ ※要予約 
受付 13:00  13:30～15:00 
屋根付き円形ドーム  小中学生 

★積木ワークショップ ※要予約 
受付 10:00  10:30～12:00 
街づくり  幼児親子 

Shopping／買う ハンドメイド雑貨   Playing／やってみよう 体験 ＆ おもちゃの修理 

Shopping／買う ハンドメイド雑貨   Playing／やってみよう 体験 

Healing／癒し  ハンドマッサージ・耳つぼ・カラーセラピー・マヤ暦 など 

Work／子どもお仕事体験  クレープづくり・石膏による型・PCの解体・修理など 

Study／学ぶ  ※要予約 
可児自炊塾 
受付 10:00  開始 10:30～12:00 
頭の先から足の先まで診る歯科衛生士の話 
～きれいな歯並びは足元と食べ方から～ 

Study／学ぶ  ※要予約 
Life Up Kani 
①13:00～  ②14:00～ 
痛みから卒業する姿勢の整え方 
①30秒でできる姿勢の歪みチェック 
②1日 1分の姿勢の整え方 

Stage／聴く  入場無料 
10:00～11:30 
フルート・ピアノ発表会 
主催 フルート教室 Toi et Moi 

Stage／聴く   ※要予約 
開場 13:30  14:00～16:30 
地元演奏家によるﾁｬﾘﾃｨｰﾘﾚｰｺﾝｻｰﾄ 
主催 Toi et Moi（ﾄﾜ ｴ ﾓｱ） 

Movie／観る  ※要予約 
開場 10:00  10:30～12:10 
かみさまとのやくそく 

Movie／観る  ※要予約 
開場 12:30  13:00～14:40 
かみさまとのやくそく 

Food／食べる  牛トロ焼きそば・ローストビーフ丼・唐揚げ・ジャークチキン 

★紙飛行機づくり・工作ブース  10:00～14:00 

Playing／やってみよう バランスボール  10:00~14:30 



食べ物・てづくり・癒やし・遊ぶ・お仕事体験・相談・展示 

Food／食   おいしい地域のお店 屋外 

・牛肉をトロトロに煮込み、野菜と一緒に炒めた新感覚の牛とろ焼きそば ・ ロングポテト 

・ローストビーフ丼 ・ ・和風ミネストローネ ・ 唐揚げ ・ ジャマイカのソウルフード「ジャークチキン」 

・唐揚げ ・ とんこつラーメン ・ キッチンカー ・ 美味しい魚を使った寿司・海鮮焼 

・かわいいお絵かきパンと犬猫柄いっぱい手作り雑貨もおすすめ ・ わた菓子 

・ヘルシーな焼きドーナツ。ハチミツや緑茶・バラジャムを使ったドーナツ。コーヒー 

Handmade／買   てづくり商品のお店 1F 美術ロフト・音楽ロフト 

・布小物 ・ リボン ・ アクセサリー ・ 子ども服 ・ お部屋を彩る雑貨 ・ 布ナプキン ・ 授乳パッド 

・耳つぼジュエリー ・ リボン雑貨 ・ メルちゃん、リカちゃんのお洋服や小物 ・ あみぐるみ 

・ミニロゼット ・ コットンパール ・ おんぶひも ・ バッグ ・ ポーチ ・ 石けん 

・無農薬のお茶 ・ 着物リフォーム作品 ・ 本 ・ 陶器のアクセサリー、うつわ、箸置き 

・米粉スイーツ ・ 古代米 ・ 古代餅 ・ 無農薬野菜 ・ 無添加食品 

Healing／癒   身体や心のケア 2F ワークショップルーム 

・ハンドマッサージ ・ マヤ暦・ 親子で片付けワンポイントレッスン ・ 数秘術 

・カラーセラピー、色育 ・ 骨盤調整、産後ママの骨盤矯正、子どもの姿勢相談 

Playing  乳幼児や子ども、親子で遊べる 1F 美術ロフト・音楽ロフト 

・手形アート ・ 手形足形のフォトフレームづくり ・ タイル遊び ・ フェイス、ボディペイント ・ おひるねアート撮影 

・オレンジライダーと写真撮影 ・ パソコンではがき作成 ・ 昭和の遊び道具で遊ぶ ・ おもちゃの創作 

・ハーブティと香りのオイルで自由な形の手づくりハーブ石けん 

・楽しいイラストに好きな色をぬってオリジナル缶バッジ ・ スマホ・タブレット体験 

・故障して動かなくなったおもちゃを無料で修理 

Work お仕事のプロから教わる「子どもお仕事体験」 2F レセプションホール 

・PC の HP プログラム体験 ・ PC の解体及び仕訳等の体験 ・ 電流の仕組み配線取り付け体験 

・クレープの製造、販売 ・ 3D CAD による建築設計 

・税金の仕組み、申請書類等仕事体験 ・ カメラ等映像の撮影体験 

・木材による加工 ・ 木工加工品の塗装体験 

Consultation／Panel 1F ホワイエ（主劇場前）・ギャラリー 

・プチ講座＆交流会『あなたはどのタイプ？～生活シーンから考える適職診断～』 

・ふるさと納税、子育て世代の税金、NPO法人の申告など、無料税務相談 

・NPO法人設立、活動の支援相談＆呈茶サービス 

・“グリーフ”を知っていただき、少しでも理解していただく場 

・助産師による相談と発育測定。赤ちゃん家庭に必要な防災講座。書籍等の販売。 

・ふたご家庭の様子がわかる展示や体験ブースと、手作りおもちゃコーナー 

・子どもが作る「弁当の日」(食育)、命の入口(口腔ケア)、菌ちゃん野菜(農)を通して子育て支援 

・いざという時、何が必要か？何を準備しておけば良い？避難所の事など女性目線で紹介 ・ 牛乳とヨーグルトの試飲 

・いじめ防止啓蒙活動をしています。いじめ対策やいじめ相談 ・ 平和と子どもの幸せを目標に活動の紹介 

・16㎜映写機を展示、デモ上映 ・ 繰り返す腹痛 ・ むくみ ・ 腫れが主な症状の難病ＨＡＥの紹介 

・可児市の緑、水、植物など自然に恵まれた素晴らしさを知っていただけるコーナー ・ ＦＭららの紹介 
 

子育て、健康など相談・展示 



　

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！

食やハンドメイドのマルシェで遊んで
食で生き抜く力を育てるお話を聞こう♬

◆◆　食べマルシェ　◆◆

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 11 月 11 日（土）
　　　　マルシェ　10 時～ 14 時
　　　　食育講演　14 時 15 分～ 15 時 30 分
場　所： 光蓮寺（可児市瀬田 718）
参加費 ： 無料（講演会定員 70 名）
申込み ： 電話またはメールで
【主 　 催】　ハッピースタイルネット
【問合せ】　090-4441-1420（渡邉）
　　　　　happystylenet@hotmail.co.jp

（特）可児市 NPO 協会

日　 時 ： 2017 年 11 月 18 日（土）
　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
場 　 所 ： ウインクあいち小会議室 1008 号
参加費 ： 300 円（定員 40 名）
申込み ： 氏名・年齢・性別・住所・電話番号・
　　　　メールアドレスを下記問合せ先まで
【主　 催】　NPO 法人メダカの学校
【問合せ】　090-4469-8505（山口）
　　　　　FAX　0572-74-0570
　　　　　medakakureyon@gmail.com

◆◆　メダカの学校×なごや環境大学　◆◆

日　時 ： 2017 年 11 月 23 日（木・祝）
　　　　13 時 30 分開演（13 時開場）
場 　所 ： 可児市文化創造センター ala 主劇場
入場料 ： 500 円
チケット取扱い ： 可児市文化創造センター

【主　催】　女性合唱団ようせい
　　　　　メンネルコール・シュトローム

【問合せ】　090-6578-3364（堀場）
　　　　　090-1478-7723（今井）

◆◆　記念演奏会　◆◆

「ようせい」結成 45 周年
「メンネルコールシュトローム」結成 10 周年

環境絵本「地球を助けて！メダカのお願い」
朗読とお話会

日　時 ： 2017 年 11 月 29 日（水）
　　　　13 時 30 分～ 16 時 10 分（13 時開場）
場 　所 ： 可児市文化創造センター小劇場
参加費 ： 1000 円（定員 250 名）
申込み ： 住所・氏名・電話番号・参加人数を明記
　　　　して下記問合せ先まで
【主　 催】　公益社団法人人権啓発センター
【問合せ】　TEL　0574-61-1338
　　　　　FAX　0574-42-8750
　　　　　info@jinken-center.jp

◆◆　やさしくなあに　◆◆

知的障がいのある奈緒ちゃんと家族の日々
カメラは 35 年間回りつづけた



⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇ ⽇曜⽇
30 31 01 02 03 04 05

◆NPOパネル展
8︓30〜17︓00
可児市役所
◆⽣涯学習かに
パソコン楽習会
9︓30〜11︓30
ゆとりピア

◆NPOパネル展
8︓30〜17︓00
可児市役所

◆NPOパネル展
8︓30〜17︓00
可児市役所

◆おもちゃ病院
9︓00〜11︓00
福祉センター
◆さといも塾
親⼦さといも掘り体験

06 07 08 09 10 11 12
◆NPOパネル展
8︓30〜17︓00
可児市役所

◆NPOパネル展
8︓30〜17︓00
可児市役所
◆かにぱそこんくらぶ
13︓00〜15︓00
桜ヶ丘公⺠館

◆NPOパネル展
8︓30〜17︓00
可児市役所
◆コネットひろば
10︓00〜14︓00
福祉センター

◆NPOパネル展
8︓30〜17︓00
可児市役所
◆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
◆ハッピ-スタイルネット
⾷べマルシェ
10︓00〜15︓30

◆きらきらぼし
⼦育てサロン
10︓00〜15︓00
福祉センター

13 14 15 16 17 18 19
◆かにぱそこんくらぶ
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00
今渡公⺠館

◆コネットひろば
10︓00〜14︓00
福祉センター
◆可児⾃炊塾
本当に⽚付く捨て⽅・残し⽅
10︓00〜12︓00
かにNPOセンター

◆⽣涯学習かに
パソコン楽習会
9︓30〜11︓30
ゆとりピア

◆おもちゃ病院
9︓30〜11︓30
かにNPOセンター
◆メダカの学校×なごや
環境⼤学共育講座
13︓30〜15︓30
ウインク愛知

◆かにﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄの会
9︓00〜14︓00
⽇本ライン花⽊ｾﾝﾀｰ

20 21 22 23 24 25 26
◆かにぱそこんくらぶ
13︓00〜15︓00
桜ヶ丘公⺠館

◆「ようせい」「メンネル
コール・シュトローム」記
念演奏会
13︓30〜15︓30
⽂化創造センター主劇
場

◆愛岐ケ丘ﾐｭｰｼﾞｯｸｻﾛﾝ
みんなで唄う⾳楽会
13︓30〜15︓00
愛岐ケ丘集会所

◆おもちゃ病院
9︓30〜12︓00
兼⼭児童館
◆岐⾩県助産師会
マタニティウォーキング
10︓00〜13︓00
◆楽しく百歳まで⽣きる
会　⼼⾝健康教室

◆NPOセンター休館
◆⼦育て応援
　　　　　　NPOフェスタ
10︓00〜15︓00
・おもちゃ病院かに
・可児⾃炊塾
⽂化創造センターala

27 28 29 30 01 02 03
◆かにぱそ
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00
今渡公⺠館

◆あおむし倶楽部
不登校児⺟の会
19︓00〜21︓00
かにNPOセンタ―

◆⼈権啓発センター
13︓30〜16︓10
⽂化創造センター⼩劇
場

◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
13︓30〜15︓30
かにNPOセンター

各イベントに関しての問合せ・申込み
◆⼦育て応援NPOフェスタ・コネットひろば・可児⾃炊塾・⼥性⽬線の防災　0574-60-1222　かにNPOセンタ―
◆IT寺⼦屋　0574-64-0393　担当⼤野さん 受付時間 18︓00〜21︓00
◆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
◆あおむし倶楽部　不登校児⺟の会　090-8076-9607　担当　⼭⼝さん
◆楽しく百歳まで⽣きる会　⼼⾝健康教室　0574-65-5010　担当　中島さん
◆きらきらぼし⼦育てサロン　kirakirakosodate@na.commufa.jp ◆⽣涯学習かに　0574-65-7052　担当 ⻄垣さん
◆岐⾩県助産師会中濃地区　080-5112-2853　担当 堀江さん ◆さといも塾　090-7047-0810　担当 加藤さん
◆ハッピースタイルネット　090-4441-1420　担当 渡邉さん ◆NPO法⼈メダカの学校　本部 052-805-7328
◆かにフリーマーケットの会　0574-62-4014　担当 藤⽥さん ◆おもちゃ病院かに　090-5102-6163　担当 葛⼭さん

〜11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

子育て応援NPOフェスタ
11月26日（日）10:00～15:00

可児市文化創造センターala

NPOパネル展
11月1日～9日（土日休日）

8:30～17:00

可児市役所

（特）可児市NPO協会



助成金情報

第 7 回 杉浦地域医療振興賞 

実施団体　（公財）杉浦記念財団 
関連 URL
http ://sugi -za idan. jp/ass ist_decorat ion/
boshuyoko.html 
問い合わせ　公益財団法人　杉浦記念財団
〒 474-0011
愛知県大府市横根町新江 62 番地の 1
電話 0562-45-2731（9 時～ 17 時）
FAX 0562-45-2732
E-mail 　info@sugi-zaidan.jp 
募集時期　2017 年 10 月 1 日～ 12 月 31 日 
対象分野　保健・医療・福祉 
応募制限
研究者、専門職（医師、歯科医師、看護師、薬剤師、
介護福祉士等）、その他（自治体、ＮＰＯ、ボラ
ンティア等）の方で、全国に波及する可能性を有
する活動を行っている団体・個人。但し、その活
動が現在も継続しているものに限る。 
応募方法
候補者推薦書を原則、メール添付（info@sugi-
zaidan.jp）にて送付。
選考方法
推薦された全候補者の中から、審査委員の厳正な
る審査によって選考。 
助成金額
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

　今年も残すところあと 2 ヶ月となりました。最近は洗濯機、換気扇、窓ガラス、冷蔵庫は毎月定期的
に掃除するようにしているので大掃除がちょっと楽になるのかな？と期待しています。日々の積み重ねっ
て大きいですね。（ｗ）

（特）可児市 NPO 協会

2017 年度 近畿ろうきん
NPO アワード 

実施団体　近畿ろうきん 
関連 URL
http://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/ 
問い合わせ　近畿労働金庫 地域共生推進室
〒 550-8538 大阪市西区江戸堀 1-12-1
Tel：06-6449-0842　Fax：06-6449-1303

（担当：中須・平尾　受付 /9:00 ～ 17:00　土・日・
祝を除く）
募集時期　2017 年 12 月 1 日～ 2018 年 1 月 31 日 
対象分野　子どもの健全育成 
対象事業　事業プロジェクト 
内容／対象
金融事業と連携した NPO を応援するしくみとし
て、「子育て支援活動」を進める NPO 法人やボ
ランティア団体に助成する近畿ろうきん NPO ア
ワードを実施。
2017 年 4 月～ 2018 年 3 月までの期間中の教育
ローン新規ご融資額に応じた一定額を当金庫が拠
出し、「子育て支援活動」をすすめる NPO 法人や
ボランティア団体の事業に助成する。
団体について
近畿２府４県に主たる事務所を置き、非営利の市
民活動・ボランティア活動を行う団体。 
< はぐくみコース > については、予算規模 200
万円以下の小規模な団体のみが応募可能。
過去の受賞団体は除く。

【はばたきコース】
大賞 　　　50 万円 1 団体
優秀賞 30 万円 2 団体・奨励賞 20 万円 5 団体

【はぐくみコース】
はぐくみ賞 10 万円 4 団体 
応募方法　申請書・提出書類を申込み先に郵送。
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