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（特）可児市 NPO 協会

年末年始の休館日

2017 年 12 月 29 日（金）～ 2018 年 1 月 3日（水）

かにＮＰＯセンター講座 ・ イベント一覧

【可児自炊塾基礎講座９】

～本当に片付く捨て方・残し方②～
日　時　12 月 12 日（火）　10：00 ～ 12：00
場　所　かに NPO センター
参加費　500 円（定員 5 名）

　モノを通してココロを見ていきます。自分と子
どもの関係性・距離感を今一度考えるきっかけに
なる講座です。前回参加しなくても大丈夫。復習
から始めて学びを深めていきます。

【コネットひろば】

10：00 ～ 14：00　可児市福祉センター和室 1
　① 12 月   7 日（木）ハイハイ遊び
　② 12 月 12 日（火）発達あそび
　③ 12 月 20 日（水）クリスマス交流会

※参加費無料・出入自由・申込み不要
コネットひろばは子育てに関わる人が集まってお
しゃべりして、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）

【女性目線の防災講座４】～非常持出し品～

日　時　12 月 20 日（水）　10：00 ～ 12：00
場　所　かに NPO センター
参加費　500 円（定員 20 名）

　持出し品には分類があります。
　日ごろから何を準備しておけばよいか一緒に確
認していきましょう。

【数字カフェ２】　～防災～

日　時　12 月 10 日（水）　13：30 ～ 16：00
場　所　かに NPO センター
参加費　無料（定員 20 名）

　さまざま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。今回の
テーマは～防災～です。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 日（日）
かにＮＰＯセンター
： ～ ：

参加無料 先着 名
問合せ かに センター

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 
気軽にお話しましょう。 

女性目線の防災講座   第 5回 
子どもの成長と家族のハッピーにつながる防災 

 

12 月20 日（水） 
かに NPO センタ―  10時～12時 
 

非常持ち出し品 
について考えましょう 

参加費…500円（資料代含む） 次回 2月 21日（水）

申込・問合せ…かに NPO センター 0574-60-1222 



終わりました！

（特）可児市 NPO 協会

　8 回目講座のテーマは～本当に片付く捨て方・
残し方～でした。捨てるモノを決め正しい捨て方
を学ばなければ、実際に捨てることができません。
　今回は、自分にとって何が必要で何が不要なの
か？捨てるモノと残すモノはどのように判断して
いったら良いのか学び、家に帰って捨てるモノを
決めました。
　また、私たちが普段意識することなく捨ててい
るゴミはどのような処分のされ方をしているのか
ささゆりクリーンパークについても調べ、可児市

　

可児自炊塾
11 月 14日（火）
10：00～ 12：00
かに NPOセンター　

　

コネットひろば

　コネットひろばは子育て中のママたちが気軽に
来ておしゃべりしたり、子どもを遊ばせたりする
場です。1 カ月に 2 ～ 3 回福祉センターで開催
しています。
　このひろばは子育て支援ネットワークという子
育てに関わる人や団体で運営されています。ス
タッフの人たちは子育て中のママだったり、子ど
もの手は離れたけれど子育ての経験がある先輩マ
マばかりです。

10 時～ 14時
可児市福祉センター

　12 月はハイハイあそび・発達あそび・食の相
談をテーマに開催します。一見バラバラのテーマ
で開催しているようですが、実はハイハイを一定
期間させていないと子どもの運動機能や口腔機能

（食）に大きな影響を与えることが分かっていま
す。
　寒くなってきましたので、広い室内でお子さん
と一緒に遊びませんか？

役所環境課の方に捨て方のレクチャーをしていた
だきました。
　受講生は「もっと聞きたい！」「帰ったらすぐ
にゴミを捨てます」など実践モードとなりました。
　来月の講座での報告を楽しみにしています。
　大みそかまであと１ヶ月です。家の中にあるモ
ノを見直すのに良い時期だと思いませんか？



 新 着 図 書
ガバナンス　11 月号～再考・自治体間競争　ｽｷﾙｱｯﾌﾟ特集 OB 職員の力を活かす！～
ウォロ　10・11 月号　企業の社会貢献、その新潮流～広がる地域・市民活動～
知っておきたい NPO のこと５［事業評価］編

ぎょうせい
（社福）大阪ボランティア協会

日本 NPO センター

子育てインフォメーション

可児市まちづくり助成事業
～可児ＣＯＮ２０１７実行委員会～

（特）可児市 NPO 協会

子育てと仕事

　「もっと子どもと一緒にいたい。」「仕事を早
めに切り上げて残りを同僚にお願いして、子ど
もを園に迎えに行くのは申し訳ない。」「普段は
子どもが帰ってくる前に帰宅しているのに、家
庭訪問週間で子どもが早く帰ってくる。」「子ど
もの早帰りの度に仕事を休めない。」など、抱
える悩みは多岐に渡ります。実際に私自身も後
ろめたい気持ちで働くことが続きました。子ど
もが成長し、母親の手がそれほど必要なくなっ
た今でもその気持ちが全て消えたわけではあり
ません。
　仕事に家事、そこに育児が追加されます。分
かっていたことだけれど、毎日想定外のことが
起こり、不安や焦りという感情が生まれます。
　最近は SNS やブログで、理想の母親像やキ

ラキラ輝くママたちの姿などが情報として流れ
てきます。それらと比べてできない自分に意識
が向き、愚痴も言えず相談もできず悩みを深く
一人で抱え込んでしまうママも多いようです。
心配をかけまいと家族にも言えず、家族だから
こそ言えないママたちもいます。
　私の場合は何も言わずに愚痴を聞いてくれた
友人、地域や地域の枠を超えた人との繋がりに
助けられました。わが子は家族以外の大人の人
に多く関わることで何とか成長しています。
　愚痴を言えたり相談できる友だちや、地域の
児童センター・公民館・子育てサロン、どこで
もいいので繋がりを作っておくことは、自分と
子どもを守る手段でもあります。少しでも不安
が解消されるでしょう。

■　母親が仕事をするうえで悩むことは子育て（家庭）と仕事が両立できるかどうか
■　子どもと仕事、どちらにも後ろ髪を引かれる気持ちを持つことがある

　今回はバツイチもしくはバツイチＯＫの方を
参加対象に婚活事業を実施。あらかじめ 5 つ
のテーマを設定し、参加者の共通の話題が多く
なるような企画です。
　過去２回の事業をふまえ、今回は今まで以上
にマッチングすることができました。
　会場でマッチングできなかった人たちも打ち
上げに参加し、連絡先を交換された方もあり終
始、和気あいあいとした雰囲気で時間を過ごす
ことができたということです。



数字 でみる可児市⑨～子育て②
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。

11 月は、児童虐待防止推進月間です。厚生労働省では、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題
に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取組
を集中的に実施します。可児市でも啓発のためのキャンペーンが行われ、岐阜オレンジリボンたすきリレーにも参
画しています。今回は、児童虐待の状況や意識調査などを、国や県の統計資料から紹介します。
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　 488      618      500      620      559      738      788      616        724        737参考：県内市町村窓口における虐待相談対応件数　→
（注）県子ども相談センターにおける対応との重複件数は不明。

27 年度 27 年度
身体的虐待 精神的虐待性的虐待 ネグレクト

27 年度 27 年度28 年度 28 年度 28 年度 28 年度

高校生その他

中学生

小学生

3 歳～学齢前児童

0 ～ 3 歳

■  児童虐待相談対応件数の動向（平成７年度～２８年度）

■  児童虐待の種別と年齢の推移



調査対象：県政モニター 485 人
回収結果：411 人（回収率 84.7％）
回答者属性 男性：45.5％

女性：55.0％
20 代：8.8％
30 代：15.1％
40 代：22.6％
50 代：22.6％
60 代：24.1％
70 代以上：6.6％

＜参考＞　「児童虐待」に関するアンケート調査結果（岐阜県子ども家庭課）　
　　　　　『平成 28 年度岐阜県における児童虐待相談の状況について』

　児童虐待への関心度
　関心がある　　　　　　　　：50.4％
　どちらかといえば関心がある：45.0％
　どちらかといえば関心がない：3.6％
　関心がない　　　　　　　　：1.0％
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罰として、冬などの寒い時期に家の外に出す

子どもの将来のことえを考え、体罰でしつけをする

子どもにわいせつなものを見せる

買い物に行く等の短い時間だけ、乳幼児を家に残して外出する

子どもが宿題をやらないので、夕飯を抜きにする

乳幼児の予防接種や検診を受けない

言葉による脅かしや脅迫をする

子どもに見える場所で、配偶者や他の家族に暴力を振るう

真夏に数時間、車中に子どもを放置する

上記のいずれも児童虐待と思わない

子ども側の要因（病気、障害、落ち着きがない等）

望まない妊娠で出産した

保護者の子育てに対する経験や知識の不足

保護者の精神疾患等

親自身が子どもの頃に虐待を受けていた

家庭の貧困等に伴う生活への不満やストレス

夫婦関係の不和

親族からの手助けの不足

児童虐待を「しつけ」と考える風潮（社会の理解・認識不足）

家庭が地域から孤立している

その他

■   なぜ児童虐待が起こると思いますか。あなたの考えに近いものを３つまであげてください

■  児童虐待と感じるものは何ですか。（あてはまるものすべて）

「児童虐待」に関するアンケート調査結果から抜粋。　　　
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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！

大切なおもちゃを直します
土曜日開催・修理代無料

◆◆　おもちゃ病院かに　◆◆

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：12 月 2 日 9 時～ 11 時
　　　　　可児市福祉センター
　　　　12 月 9 日 9 時 30 分～ 12 時
　　　　　広見児童センター
　　　　12 月 16 日 9 時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　かに NPO センター
【主 　 催】　おもちゃ病院かに
【問合せ】　090-5102-6163（葛山）
※部品交換が必要な場合は別途部品代が掛かりま
　す。事前に相談します

（特）可児市 NPO 協会

日　 時 ： 2017 年 12 月 9 日（土）
　　　　11 時 00 分～ 15 時 00 分
場 　 所 ： NPO 法人メダカの学校
参加費 ： 1000 円（昼食代込み定員 30 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
　　　　　medaka.kureyon@gmail.com

◆◆　メダカの学校×なごや環境大学　◆◆

日　時 ： 2017 年 12 月 17 日（日）
　　　　15 時 00 分～ 17 時 30 分
場 　所 ： 可児市文化創造センター ala 主劇場
入場料 ： 2500 円（前売 2000 円）
チケット取扱い ： 可児市文化創造センター

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

◆◆　演奏会　◆◆

ベートーベン
「第九」演奏会

メダカの学校にいってみよう！

日　時 ： 2017 年 12 月 26 日（火）
　　　　19 時 00 分～ 21 時 00 分
場 　所 ： かに NPO センター
参加費 ： 100 円（お菓子代など）

【主　 催】　あおむし倶楽部
【問合せ】　TEL　090-8076-9607（山口）
　　　　　

◆◆　学校に行かない子どもを持つ母の会　◆◆

今の気持ちを話したい。そんなシンプルな会で
す。お子さんと一緒に参加できます。



⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇ ⽇曜⽇
27 28 29 30 01 02 03

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

04 05 06 07 08 09 10
◆かにぱそこんくらぶ
13︓00〜15︓00
桜ヶ丘公⺠館

◆⽣涯学習かに
パソコン楽習会
9︓30〜11︓30
ゆとりピア

◆コネットひろば
10︓00〜14︓00
福祉センター

◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
かにNPOセンター
◆おもちゃ病院
9︓30〜12︓00
広⾒児童センター
◆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

◆数字でカフェ
13︓30〜15︓30
かにNPOセンター

11 12 13 14 15 16 17
◆かにぱそこんくらぶ
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00
今渡公⺠館

◆可児⾃炊塾
ナチュラルお掃除②
10︓00〜12︓00
かにNPOセンター
◆コネットひろば
10︓00〜14︓00
福祉センター
◆かにぱそこんくらぶ
13︓00〜15︓00
帷⼦公⺠館

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

◆おもちゃ病院かに
9︓30〜11︓30
かにNPOセンター

◆⾥⼭クラブ可児
⾃然学校
9︓00〜13︓00
我⽥の森（久々利）
◆きらきらぼし
⼦育てサロン
10︓00〜15︓00
福祉センター
◆可児市⺠第九合唱団
15︓00〜17︓30
⽂化創造センターala

18 19 20 21 22 23 24
◆かにぱそこんくらぶ
13︓00〜15︓00
桜ヶ丘公⺠館

◆⼥性⽬線の防災
10︓00〜12︓00
かにNPOセンター
◆コネットひろば
10︓00〜14︓00
福祉センター
◆⽣涯学習かに
パソコン楽習会
9︓30〜11︓30
ゆとりピア

◆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

25 26 27 28 29 30 31
◆かにぱそこんくらぶ
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―
◆かにぱそこんくらぶ
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
◆コネットひろば・可児⾃炊塾・⼥性⽬線の防災・数字でカフェ　0574-60-1222　かにNPOセンタ― ◆可児市⺠第九合唱団　090-2347-5562　担当津⽥さん
◆メダカの学校×なごや環境⼤学 NPO法⼈メダカの学校　本部 052-805-7328 ◆⾥⼭クラブ可児　090-7918-0909　担当⼤⾒さん
◆IT寺⼦屋　0574-64-0393　担当⼤野さん 受付時間 18︓00〜21︓00 ◆⽣涯学習かに　0574-65-7052　担当 ⻄垣さん
◆あおむし倶楽部　不登校児⺟の会　090-8076-9607　担当　⼭⼝さん ◆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 ◆かにぱそこんくらぶ　080-6945-3880　担当 ⾕中さん

〜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

年末年始休館日 12月29日～1月3日

（特）可児市NPO協会



助成金情報

2018 年度地域ささえあい助成

実施団体　CO･OP 共済 
関連 URL

http://coopkyosai.coop/about/csr/
socialwelfare/2018.html
問い合わせ先

日本コープ共済生活協同組合連合会渉外・広報部
地域ささえあい助成事務局宛
電話番号等は Web サイト参照 
募集時期

2018 年 1 月 8 日～ 2018 年 1 月 31 日 
対象分野

保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、災害
救援、地域安全、男女共同参画、子どもの健全育
成 
対象事業　事業プロジェクト 
内容／対象

対象となる活動のテーマ
1 「くらしを守り、くらしの困りごとの解決に資
する」
2「命を守り、その人らしい生き方ができるよう
にする」
3「女性と子どもが生き生きする」 
応募方法

応募にあたっては、応募要項をよく読み、書類を
事務局宛に送付。( メール、郵送のみ可 )
助成金額

助成金総額： 25,000,000 円 
1 件あたりの上限額： 1,000,000 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

　「忙しいという漢字は心を亡くすと書く」と年末が迫るとよく言われます。しかし、忙しくはあっても
心を亡くしたり、仕事に追われたりはしたくないものです。忙しい時は人との繋がりが行き交っている時
だと思います。そういう時こそ、一つ一つ丁寧に対応していきたいと思うこの頃です。（ｗ）

（特）可児市 NPO 協会

平成 30 年度「地域の伝統文化助成」

実施団体

（公財）明治安田クオリティオブライフ文化財団 
関連 URL

http://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/culture/
guide/ 
問い合わせ先

公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文
化財団
電話番号等は Web サイト参照
募集時期

2017 年 11 月 1 日～ 2018 年 1 月 31 日 
対象分野　学術・文化・芸術・スポーツ 
対象事業　事業プロジェクト 
内容／対象

１．趣 旨
固有の伝統的な文化の継承のための諸活動、とく
に後継者育成に必要な技能修得のための諸活動へ
の支援を行う。
２．助成対象
(1) 地域の民俗芸能への助成
(2) 地域の民俗技術への助成
応募方法

原則郵送。でき得る限り、簡易書留便で送付。 
助成金額

助成金総額： 
1 件あたりの上限額： 700,000 円 
昨年度実績
応募件数：140 件　／　うち継続 - 件
助成件数：43 件　／　うち継続 - 件
助成金総額：18,500,000 円　／　うち継続 - 円 


