つなげよう・ひろげよう・ＮＰＯのわ

か に ＮＰＯだ よ り
年末年始の休館日
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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
【 女性目線の防災講座 】1 月・2 月
日 時
テーマ

1 月 24 日（水） 13：30 ～ 15：30
非常持出品

日 時：2 月 21 日（水）13：30 ～ 15：30
テーマ：地震以外の災害への備え

非常持出品と言っても、緊急時なのか、長期避難
所に滞在するのか、帰宅困難時なのか等、状況や家
族構成によって、必要なものが違います。
日ごろから何を準備しておけばよいか一緒に確認
していきます。

災害は地震だけではありません。可児市では過去
に水害でも大きな被害が出ています。発災時、家族
がどこにいるのか、子どものお迎えはどうするのか、
出先から安全に帰宅できるのかなど、『わが家の備
え』について考えてみましょう。

場 所：かに NPO センター
参加費：500 円 / 回

・・・

◇◆◇

-------------

【コネットひろば】 1 月・2 月

◆◇◆

--------------

10：00 ～ 14：00

◇◆◇

・・・

可児市福祉センター和室

＜ 1 月＞
① 1 月 10 日（水）発達あそび
② 1 月 25 日（木）絵本の読聞せ＆親子あそび
＜ 2 月＞
① 2 月 7 日（水）発達あそび
② 2 月 22 日（木）ハイハイあそび
※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）
（特）可児市 NPO 協会

12 月 12 日（火）10：00 ～ 12：00
かに NPO センター

可児自炊塾

また、市役所からのミニレクチャーは、下水道課

の方に来ていただきました。私たちの出すゴミが最
終的にどうなっていくのか、意外に知らない事が多
くありました。

可児自炊塾は『食』を通して、自分、健康、地域、

経済、医療、農業、環境を考える場として 2 年間
に渡り開催してきました。「食べる」という非常に
個人的な行動が社会と密接につながっており、その
行動を変えることで、社会課題の解決にもつながっ
本当に片付く捨て方・残し方②と題して、前回に引
き続きモノを通して自分をみつめる講座でした。

ていくことを、日常行動を通して体感する機会にも
なったと思います。

この 2 年間の学びを次は『行動』につなげるた

モノとは単なる「物」ではありません。その物に

めに、今後は新たな取り組みを考えていきます。そ

化された物。そこを深く掘り下げる事により、今ま

す。今までご協力をいただいた大勢の皆さま、あり

つながる関係性、過去、想いなど様々なモノの具現
で気づかなかった新たな自分の一面に気づくきっか
けにもなります。

のため可児自炊塾は今回を持ちまして終了となりま
がとうございました。

終わりました！
11 月 26 日（日）10 時～ 15 時
可児市創造文化センター

子育て応援 NPO フェスタ
お 天 気 に 恵 ま れ た 11 月 26 日、 ア ー ラ 全 館 を

他にも、主劇場で紙ヒコーキを作って飛ばしたり、

使用して『子育て応援 NPO フェスタ』を開催し、

講師を招いての積み木ワークショップ、健康や食に

に行っている「子育て応援フェスタ」ですが、今

品の販売、地元の飲食店など、広いアーラの会場の

5000 人の来場者でにぎわいました。例年だと 6 月
回は「ＮＰＯフェスタ」と合同開催となったこと

で、普段あまり接点のない NPO 団体と子育て世代
の方々の交流の場にもなったようです。

会場が広くなったことで、今回初めての企画もあ

りました。「フラッシュモブ」は出演者も企画者も
ドキドキで本番を迎えましたが、来場者のみなさん
と一体となって大いに盛り上がりました。ご協力い

関するミニ講座、様々な相談ブース、ハンドメイド
あちこちに家族の笑顔が溢れていた１日になりまし
た。

当日お手伝い頂いたボランティアのみなさん、ご

協賛・ご協力いただいた企業の方々、出店者のみな
さんのおかげで無事にこのイベント終えることがで
きましたことを、感謝申し上げます。

ただいた「ダンスチーム SORA」のみなさん、地元
の音楽家のみなさん、ありがとうございました。

同じく初めての企画である「子どもお仕事体験」

は、地元若手事業者である可児青年会議所の全面協
力によって実現したものです。長い行列ができるほ
どの人気に関係者もびっくり。子どもたちは笑顔で
すが、大人は緊張の面持ちで見守り、時には手が出
そうにもなり、大人にも子どもにも良い機会になっ
たのではないでしょうか。

（特）可児市 NPO 協会

ＮＰＯインフォメーション
市民活動団体のバックオフィス業務
バックオフィスとは、組織の経理・労務・総務・情報管理など地味で目立たないけれど、組織運営に

は必ず必要な業務を言います。市民活動団体では、専任の担当者を置かず代表者が全て抱え込んでいる
組織も多いかもしれません。この時期から年末調整や法定調書を作成し、年度末の決算・報告書、総会
へ向けて、バックオフィスの業務量はピークといえるかもしれません。
市民活動を行う中で、講師謝金や賃金等を支払っ

ている団体は多いのではないでしょうか。この時期、
年末調整や法定調書の作成に毎年頭を抱えている

バックオフィス担当者の方も多いかもしれません。

・1 月 10 日

源泉所得税納付

（納期の特例を受けている場合は、1 月 20 日）

・源泉徴収票・給与支払い報告書の作成
→源泉徴収票を本人に交付

ここで必要な業務の流れを整理してみました。

→源泉徴収票を税務署へ提出

→給与支払い報告書を本人住所市町村へ報告

・1 月 31 日

法定調書合計表を税務署へ提出

＜法定調書合計表＞
・源泉徴収票

・報酬（講師等）の支払い調書
・家賃の支払調書

・1 月 31 日

償却資産の申告（市町村税務課）

※講師に年間 5 万円を超える謝金を支払った場合、
マイナンバーの収集が必要になります。

可児市まちづくり活動助成事業
今年度、助成金を受託して活動されている団体の

方は、事業が終了したら早めに報告書の提出をお願
いします。

報告書の内容は、いつ、どこで、何をやったか（日

報告書作成に当たって留意して欲しい点

①予定通りの事業が行えなかった場合は、事前に変
更申請書が必要です。止むを得ず事業中止になっ
た場合も、同様に変更申請が必要です。

時、場所、内容、参加人数等）と事業実施による成

②決算書の科目は、予算書と同じにしてください。

ケート等で参加者の声が集められていれば、集計結

めて任意の用紙に貼りつけて、コピーを提出して

果が書かれているとわかりやすくなります。アン
果もあるといいかもしれません。
報告書の提出〆切は、2 月末日

③支出した全ての領収書が必要です。科目毎にまと
ください。

④事業の様子がわかる写真を添付してください。

事業報告会は、3 月を予定しています。

⑤配布したチラシ等があれば、添付してください。
※お困りの場合はご相談ください。

新 着 図 書
ガバナンス

12 月号～地域のガバナンス（共治）はいま～

ぎょうせい

ガバナンス

12 月号別冊～事例で学ぶ人財マネジメント講座

ぎょうせい

地域づくり

11 月号～教育と地方創生

（一財）地域活性化センター

ワールド・カフェから始める地域コミュニティづくり
ビジネスを通じて社会課題を解決する オルタナ

香取一昭、大川恒著
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（特）可児市 NPO 協会

学芸出版
（株）オルタナ

掲 示 板
◆◆

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！

防災講演会

◆◆

◆◆

新春長坂ふれあいセンター寄席

『我が家と地域で取り組む地震への備え』
～ ” 災いを防ぐ ” ホンマモンの防災のススメ～
時：2018 年 1 月 27 日（土）
13：30 ～ 15：30
場 所：帷子公民館
講 師：村岡治道氏
岐阜大学地域減災研究センター特任准教授
参加費：無料
日

【主 催】 可児市防災の会
【問合せ】 090-1230-3943（藤村） ★要予約

◆◆

笑福の会

笑顔で始める新年落語会
日 時 ： 2018 年 1 月 6 日（土）
13：30 ～
場 所 ： 長坂ふれあいセンター 和室
参加費 ： 無料
【主 催】 笑福の会
【問合せ】 0574-65-5512（尾石）
0574-65-3318（池永）

◆◆

◆◆

落語の会
落語で新年を笑顔から始めましょう

◆◆

エクセルで表の作成 ・ 印刷

◆◆

色々な表を、Ａ４用紙に印刷できるように作成
また、基本的な計算式を学びます。

時 ： 2018 年 1 月 10 日（水）
10：00 ～ 11：45
場 所 ： おしゃべりサロン（広見 836-1）
参加費 ： 300 円（食事代込）

時 ： 2018 年 1 月 27 日、2 月 10 日・24 日
3 月 10 日・24 日（全５回）
10：00 ～ 12：00
場 所 ： かにＮＰＯセンター
受講料 ： 2500 円 （別途テキスト代 800 円）

日

日

【主 催】 おしゃべりサロン
【問合せ】 0574-62-1133
0574-65-3318

【主 催】 ＮＰＯ法人ＩＴ寺子屋
【問合せ】 0574-64-0393（大野）
受付時間 18：00 ～ 21：00

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。
（特）可児市 NPO 協会

〜１⽉市⺠活動カレンダー〜
⽉曜⽇

⽕曜⽇
01

02

年末年始休館日

08
◆かにぱそこんくらぶ
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00
今渡公⺠館

15

⽔曜⽇

⽊曜⽇
03

⾦曜⽇
04

⼟曜⽇
05

◆かにぱそこんくらぶ
13︓00〜15︓00
帷⼦公⺠館

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

◆おもちゃ病院かに
9︓30〜11︓30
かにNPOセンター

◆かにぱそこんくらぶ
13︓00〜15︓00
桜ヶ丘公⺠館

22
◆かにぱそこんくらぶ
10︓00〜12︓00
13︓00〜15︓00
今渡公⺠館

29

23
◆かにぱそこんくらぶ
13︓00〜15︓00
帷⼦公⺠館
◆あおむし倶楽部
不登校児⺟の会
19︓00〜21︓00
かにNPOセンタ―

24

25

26

31

01

27

◆きらきらぼし
⼦育てサロン
10︓00〜15︓00
福祉センター

28

◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
かにNPOセンター
◆おもちゃ病院かに
9︓30〜12︓00
帷⼦児童センター
◆可児市防災の会
防災講演会
13︓30〜15︓30
帷⼦公⺠館

◆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
13︓30〜15︓30
かにNPOセンター

◆⼥性⽬線の防災
13︓30〜15︓30
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

30

07

◆IT寺⼦屋
10︓00〜12︓00
13︓30〜15︓30
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
◆笑福の会 落語
10︓00〜12︓00
おしゃべりサロン

16

06
◆おもちゃ病院かに
9︓00〜11︓00
福祉センター
◆笑福の会 寄席
13︓30〜15︓30
⻑坂ふれあいセンター

12月29日～1月3日

09

⽇曜⽇

02

コネットひろば

03

10:00〜14:00

04

可児市福祉センター １階 和室
1⽉10⽇（⽔） 1⽉25⽇（⽊）
⼦育て⽀援ネットワーク

〜 コネット 〜

各イベントに関しての問合せ・申込み

◆コネットひろば・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
◆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
◆おもちゃ病院かに 090-5102-6163 担当 葛⼭さん
◆笑福の会 新春⻑坂ふれあい寄席 090-6649-8020 担当尾⽯さん

090-8327-8296 担当油永さん

◆可児市防災の会 090-1230-3943 担当藤村さん
※詳細は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
2017 年度
『連合・愛のカンパ』助成

岐阜県ボランティア活動
振興基金助成事業
実施団体 （社福）岐阜県社会福祉協議会
URLhttp://www.winc.or.jp/contents/volunteer/

実施団体 （公財）さわやか福祉財団
URL https://www.sawayakazaidan.or.jp/

joseikin/
問合せ ボランティア・市民活動支援センター
募集期間

news/2017/20171208.html
問合せ 立上げ支援プロジェクト
電話 03-5470-7751（鶴山・原島）
募集期間

2017 年 12 月１日～ 2018 年 1 月 31 日
対象分野

2017 年 12 月 11 日～ 2018 年 1 月 31 日
対象事業 新たに始める、地域における「ふれあ

①高齢者福祉②障がい者福祉③児童福祉④子育て
支援⑤若者の社会的自立支援⑥生活困窮者等の自
立支援⑦災害ボランティア活動
対象事業 地域の課題解決に向け、必要に応じて
様々な団体と連携しながら、新たに取り組む事業
応募方法

い・助け合い活動」
内容／対象 2016 年 11 月１日以降新たに立ち
上がった団体、または既存の団体であっても、従
来の活動に加えて新たに開始した事業。継続的・
持続的な活動が期待されるもの。
運営費・事業費いずれも可。
応募方法

電話

058-274-2940

市町村社会福祉協議会の推薦が必要
助成金額

〒 105-0011 東京都港区芝公園 2-6-8
日本女子会館７階 へ書類郵送
助成金額 上限 15 万円

対象事業費の 9/10（上限 30 万円）

イーパーツ寄贈プログラム
実施団体 （特）イーパーツ
URL http://www.eparts-jp.org/program/index.
html
募集期間 随時
内容対象 企業からのリユース PC や周辺機器、
ソフトフェアを非営利団体・ボランティア団体な
どの市民活動団体や NPO へと無償で寄贈し、そ
の情報化を支援するプログラムです。
・リユース PC 寄贈プログラム
・リリーフ寄贈プログラム

・カラーレーザープリンタ PC 寄贈プログラム
・周辺機器寄贈プログラム
・スペシャル寄贈プログラム
問合せ 〒 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋
2-55-8 パレグレイス 501
電話 03-5481-7369 （平日 13 時～ 17 時）
FAX 03-6805-2728
E-mail info@eparts-jp.org

【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
★★ 編集後記 ★★
今年 1 年を振り返るとき、自分の感情が大きく揺り動かされた出来事を考えてみる。そしてそれが自
分にどんな影響を与え、どう変化したのかを考える。喜怒哀楽全ての感情がマックスに届くくらい波瀾の
一年だったなぁと思い出しながら、平穏に年の瀬を迎えられることに感謝しかない今日この頃（ｙ）
【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
（特）可児市 NPO 協会

