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だよりかにＮＰＯ

（特）可児市 NPO 協会

9 月の休館日　3 日（日）、18 日（月）

【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。

【可児自炊塾基礎講座⑥～子どもの靴の選び方～】

日　時　９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）

【出店者 ・ 参加者募集】

11 月 26 日（日）10 時～ 15 時
可児市文化創造センター ala
参加形態
□販売ブース出店
□体験ブース出店
□パネル展示
□相談コーナー
※金銭の授受が発生する場合は出店料 1500 円を頂きます。

子育て応援ＮＰＯフェスタ

【子育て応援＆ＮＰＯフェスタ参加説明会】

日　時　① 9 月 14 日（木）　10：00 ～ 11：30
　　　　② 9 月 15 日（金）　19：00 ～ 20：30
場　所　①可児市総合会館分室第１会議室
　　　　②かに NPO センター

【コネットひろば】

日　時　①９月 13 日（水）10：30 ～ 14：00
　　　　　ハンドメイドひろば
　　　　② 9 月 19 日（火）10：00 ～ 14：00
　　　　　発達遊び
　　　　③ 9 月 28 日（木）10：00 ～ 14：00
　　　　　はいはい遊び
場　所　①可児市文化創造センター ala
　　　　　レセプションホール　　　　
　　　　②・③可児市福祉センター和室２

【なるほど！ＮＰＯ】

～ＳＤＧｓについて考えてみよう～
日　時　９月 27 日（水）　19：00 ～ 21：00
場　所　かに NPO センター
参加費　500 円（定員 20 名）

【のうひかわら版掲載イベント募集】

新聞の折込広告に掲載するイベントを募集！
締切り　９月 8 日（金）　17：00
10 月下旬～ 1 月上旬のイベントが掲載可能です
詳しくはお問い合わせください。

【積木ワークショップ参加者募集】

11 月 26 日（日）　参加費一人 100 円
①積木でまちづくり　10 時～ 11 時 30 分
　対象者　幼児親子
　定　員　50 名
②積木で作る屋根付円柱ドーム　13 時～ 14 時
　対象者　小中学生
　定　員　30 名

※申込み方法

　電話またはファックス、メールで（氏名、住所、
　電話番号、お子さんは学年明記）

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



　

　

終わりました！

数字カフェ
8 月 20日（水）　13：30～ 16：00
かに NPOセンター

（特）可児市 NPO 協会

可児自炊塾ステップアップ講座
7 月 25日（火）10：00～ 12：00
総合会館分室　第 1会議室

　天然出汁とインスタント出汁の飲み比べをし、
出汁の取り方を勉強しましたが「出汁をとらない
生活のススメ」を提案した可児自炊塾 5 回目の
講座です。ここ 30 年の生活様式の変化は今まで
に類をみない大きな変化です。変化の波に惑わさ
れないようにするには、日本人としての根本の生
活様式を知ることが大切です。「お膳とは何なの
か？」「なぜ日本人は箸を横向きに置くのか？」
など普段あまり気にしたことがないテーマから食
について考えました。料理に対する重荷から少し
解き放たれましたという感想がありました。

　
可児自炊塾
8 月 8日（火）13：30～ 15：30
かに NPOセンター　

　ワールドカフェという会議の手法を使って「人
口」をテーマに参加者でおしゃべりをしました。
人口というテーマから出てくる言葉は「人口減
少」。これは社会現象なのか、地域課題なのか？
など人口減少を要因や影響などから分解して考え
るところから始めました。そこから出てきたキー
ワードは「変化」。私たちは今までに経験したこ
ともないほど社会が変化する中、生きていかなく
てはなりません。このキーワードに対してはそれ
ぞれが心の中に答えを持ち帰ったように思いま
す。年内にもう一度開催する予定です。

　
キャリスタ 2017 中間報告会

　東海中医薬研究会会長の小林洋一先生をお招き
し、栄養と胃腸を東洋医学的に考える講座を開催
しました。中医学の「五味」の解説から夏場には
どんなものが体に必要なのかという事と「腸内フ
ローラ」についても教えて頂きました。どれもが
家族の健康を守るために必要なことで、すぐに実
践できそうな内容のものでした。一生懸命メモを
取る受講生の姿が印象的でした。

　子どもが子ども自身でやりたいことを決めて 3
カ月かけてチャレンジしています。夏休みの家族
旅行が子どもたちのチャレンジのための博物館め
ぐりになったり、親が知りもしなかった子どもの
夢を生き生きと語る子がいたり思い思いの夏を過
ごしているようです。チャレンジの報告書締切り
は 9 月 30 日。やり切った表情で報告に来てくれ
ることを楽しみにしています。

8 月 5日（火）14：00～ 15：30
総合会館分室　大ホール



 新 着 図 書
これからの子ども・子育て支援を考える - 共生社会の創出をめざして -
子どものしぐさはメッセージ

著・柏女霊峰　ミネルヴァ書房
著・山上亮　クレヨンハウス

子育てインフォメーション

可児市まちづくり助成事業
～ＮＰＯ法人縁塾～

（特）可児市 NPO 協会

子育てと 「こわす」

　子どもは時に大人の想定をはるかに超えるこ
とをします。子どもの「こわす」に悩まされる
大人は多いでしょう。特に母親は子どもの作っ
たものを保管しておきたい衝動にかられるので

「こわす」行為に頭を抱えます。一方子どもは「つ
くる→あそぶ→こわす」が一連の作業になって
いたり、「こわす」ことにで感情を表現したり
しているので大人によって強制的に止められて
しまうと消化不良になるようです。
　部屋の中に転がっているものも、大人にとっ
て廃材でも子どもにとっては全てが身近な工作
材料です。子どもは新聞紙一枚、お菓子の空き
箱で色々な物を創造していきます。子どもは大

人好みに整えられたおもちゃよりも、捨てられ
てしまいそうな廃材の方が想像力がかき立てら
れ夢中になります。
　また、子どもは何かを我慢させられていると
きや体が育とうとしているときに余ったエネル
ギーをぶつけるためにも「こわす」ということ
をします。成長するために自分の殻を破るとい
われるように、成長するためにはまず「こわ
す」ことが必要になります。「こわす」だけの
エネルギーがある子どもは大きく成長するエネ
ルギーがある子どもでもあります。そんな子ど
もを良く観察することも子育ての楽しみの一つ
です。

■　破壊的な行動で問題行動として大人が捉えられがちな「こわす」を考える
■　子どもの芽をつむキーワードは「せっかく作ったのに！こわしてはダメ！！」

　「文理選択どうしよう」「なんのために大学に
いくの？」「将来やりたいことが見つからない」

「かっこいい大人と出会いたい！」そんな高校
生に向けた３７のプログラムが可児市まちづく
り活動助成事業の助成を受けて実施されまし
た。３７という多様なプログラムの中で参加し
た高校生はそれぞれに感じ取るものがあったの
ではないでしょうか。今後の人生の励みになる
プログラムだったのではないかと思います。



　

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！

記念講演『安倍政権の目指す改憲とは』
講師　平井治彦弁護士

◆◆　設立 12 周年記念のつどい　◆◆

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 9 月 9 日（土）
　　　　14 時 00 分～ 16 時 30 分
場　所： 可児市文化創造センター ala
　　　　映像シアター
参加費 ： 無料　（定員 100 名）

【主 　 催】　九条の会可児
【問合せ】　090-2262-6154（前野）

（特）可児市 NPO 協会

日　 時 ： 2017 年 9 月 16 日（土）
　　　　10 時 00 分～ 12 時 00 分
場 　 所 ： 中恵土公民館（可児市中恵土 1896-1）
参加費 ： 無料

【主　催】　可児モラロジー事務所青年・女性クラブ
【問合せ】　090-2925-1103
　　　　　coyo@cap.ocn.ne.jp

◆◆　第 18 回子育て講座　◆◆

日　時 ： 2017 年 9 月 24 日（日）
　　　　14 時 00 分～ 15 時 00 分
場 　所 ： 広見東公民館
　　　　（可児市瀬田 1736）
参加費 ： 無料　定員 150 名

【主　催】　メンネルコールシュトローム
【問合せ】　090-1297-0671（渡辺）

◆◆　第 9 回可児歌おうﾐﾆｺﾝｻｰﾄ　◆◆

女性合唱 2 団体、男性合唱 1 団体でのﾐﾆｺﾝｻｰﾄ
です。年 1 回各々の練習会場でのｺﾝｻｰﾄです。

若いお父さん、お母さんを対象に正しい子育て
の秘訣・ヒントをみんなで考えます。

日　時 ： 2017 年 9 月 24 日（日）
場 　所 ： 可児市文化創造センター ala
　　　　レセプションホール
参加費 ： 1,000 円（昼食代込み）　定員 50 名

【主　催】　㈱のうひ葬祭
【問合せ】　0120-24-0702
※詳細はフリーダイヤルでお問い合わせください

◆◆　シニア共生大学　◆◆

身近に役立つ情報を、授業形式のセミナーでお
届け！一緒に学びの時間を過ごしませんか？



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
28 29 30 31 01 02 03

◆おもちゃ病院
9：00～11：00
福祉センター
◆可児市
少年少女合唱団
15：00～17：00
文化創造センター

◆かにNPOセンタ―
休館日

04 05 06 07 08 09 10
◆かにぱそこんくらぶ
13：00～15：00
桜ヶ丘公民館

◆生涯学習かに
パソコン講座
9：30～11：30
ゆとりピア

◆可児再発見
生涯学習ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの会
13：30～16：30
ゆとりピア

◆IT寺子屋
10：00～12：00
かにNPOセンタ―
◆九条の会可児
14：00～16：30
文化創造センター

11 12 13 14 15 16 17
◆かにぱそこんくらぶ
10：00～12：00
13：00～15：00
今渡公民館

◆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
10：30～14：00
文化創造センター

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

◆おもちゃ病院
9：30～11：30
かにNPOセンタ―
◆折り紙教室
10：00～13：00
おしゃべりサロン
◆子育て講座
可児ﾓﾗﾛｼﾞｰ事務所
10：00～12：00
中恵土公民館

◆きらきらぼし
子育てサロン
10：00～15：00
福祉センター
◆帷子爆笑寄席
（特）ザ義仲
13：30～15：30
若葉台集会所

18 19 20 21 22 23 24
◆かにNPOセンタ―
休館日
◆かにぱそこんくらぶ
10：00～12：00
今渡公民館

◆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
桜ヶ丘公民館

◆生涯学習かに
パソコン講座
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―

◆可児再発見
生涯学習ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの会
13：30～16：30
久々利公民館

◆おもちゃ病院
9：30～12：00
帷子児童センター
◆IT寺子屋
10：00～12：00
かにNPOセンタ―
◆心身健康教室
楽しく百歳まで生きる会
13：30～15：00
春里公民館

◆シニア共生大学
のうひ葬祭
9：30～15：30
文化創造センター
◆メンネルコーム・
シュトローム
14：00～15：00
広見東公民館

25 26 27 28 29 30 01
◆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
あおむし倶楽部
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

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　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
◆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
◆おしゃべりサロン　0574-62-1133　担当桜井さん　　折り紙教室　0574-62-6628　担当樋口さん
◆きらきらぼし子育てサロン　kirakirakosodate@na.commufa.jp
◆あおむし倶楽部　不登校児母の会　090-8076-9607　担当　山口さん
◆可児市少年少女合唱団　0574-26-8838　担当 平井さん
◆可児市生涯学習ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの会　090-1417-9939　担当 田代さん
◆九条の会可児　0574-65-4311　担当 玉置さん
◆可児モラロジー事務所　090-2925-1103
◆（特）ザ義仲　090-8824-0018　担当丸山さん
◆楽しく百歳まで生きる会　0574-65-5010　担当　中島さん
◆のうひ葬祭　0120-24-0702
◆メンネルコーム・シュトローム　090-1297-0671　担当 渡辺さん

～9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



助成金情報

2018 年度 国際協力ＮＰＯ助成
 （一般型）

実施団体　日本国際協力財団 
関連 URL
https://jicfnpo.wixsite.com/jicf/subcidy 
問合せ
公益財団法人日本国際協力財団　国際協力 NPO
助成担当
住所：〒 102-0075
東京都千代田区三番町 5-10-1401
TEL:（03）3234-7281　FAX:（03）3234-7282 
　＊お問合せ時間　14：00 ～ 17：00
e-mail: jicf@tcn-catv.ne.jp 
募集時期　2017 年 11 月 6 日～ 12 月 6 日 
対象分野
保健・医療・福祉、社会教育、環境保全、子ども
の健全育成、NPO 支援、農山漁村・中山間地 
対象事業　事業プロジェクト 
内容／対象
１．目的
この助成は、発展途上国における農業、教育、医療、
福祉等の問題解決のために、現地の人々ととも
に活動しているＮＰＯに対して、プロジェクト費
用の一部を助成してその活動を支援し、もって発
展途上国の自立的発展及び福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。
２．対象団体
助成の対象となるＮＰＯは、特定非営利活動促進
法（日本のＮＰＯ法）により認証されている団体
でかつ必要要件を全て満たす団体に限る。
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

　すっきりしない天気が続きます。今年は長い梅雨のまま秋になってしまうのでしょうか？秋になると本
格的に子育て応援ＮＰＯフェスタの準備に取りかかります。今年のフェスタは大きなイベントになります。
申込みお待ちしております。（ｗ）

（特）可児市 NPO 協会

スミセイ コミュニティスポーツ
推進助成プログラム 

実施団体　（公財）住友生命健康財団 
関連 URL
http://www.skzaidan.or.jp/#sport_application 
問合せ
公益財団法人住友生命健康財団 事務局（担当：
谷利・天野）
〒 160-0003 東京都新宿区本塩町 8-2 住友生命
四谷ビル 6 階　　
TEL：03-5925-8660 ／ FAX：03-3352-2021

（平成 29 年 9 月 19 日より住居表示変更・・・ 
〒 160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友
生命四谷ビル 6 階） 
募集時期　2017 年 10 月 2 日～ 10 月 16 日 
対象分野
社会教育、学術・文化・芸術・スポーツ、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
◎助成の対象となるプロジェクトは、【特定課題】
と【一般課題】の２種類。

【特定課題】　心身の障がいや長期療養などにより
社会参加に困難を抱える人々を中心としたコミュ
ニティスポーツの実践

【一般課題】　地域の暮らしの中で一人ひとりの健
康問題の解決につながる先駆的で独創的なコミュ
ニティスポーツの実践
応募方法
応募用紙に必要事項を記入した応募企画書を３部
作成（原本 1 部と複写 2 部）のうえ、10 月 16
日（月）必着で、送付先に簡易書留または宅配便
など配達記録の残る手段で送付。
助成金額　1 件あたりの上限額： 2,000,000 円 
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