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（特）可児市 NPO 協会

10 月の休館日はありません

【かにＮＰＯセンター講座 ・ イベント一覧】

可児自炊塾基礎講座⑦

～歯並びがきれいになる食事～
日　時　10 月 10 日（火）　10：00 ～ 12：00
場　所　かに NPO センター
参加費　500 円（定員 5 名）

可児市中継イベント

日時　2017 年 10 月 29 日（日）
　　　11：20 頃
場所　可児市文化創造センター ala
　　　（可児市下恵土 3433-139）

・可児市長挨拶
・東濃子ども相談センター所長挨拶
・児童虐待防止宣言
・ランナー到着（オレンジファイヤー）
・たすき受け渡し
・ランナー出発（県庁チーム）

岐阜県内を 3 つのコースに分け、同じ
ゴールを目指します。お近くの中継地や
沿道でランナーの応援をお願いします！

第 10 回岐阜オレンジリボンたすきリレー

女性目線の防災講座

日　時　10 月 25 日（水）　10：00 ～ 12：00
場　所　かに NPO センター
参加費　500 円（定員 20 名）

【コネットひろば】　

10：00 ～ 14：00　可児市福祉センター

日　時　① 10 月 13 日（水）　2 階和室　 食育相談
　　　　② 10 月 19 日（火）　和室２　　発達あそび
　　　　③ 10 月 28 日（木）　和室２　　ハイハイあそび
※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）

子ども虐待防止

スタート時間 中継場所 ランナーチーム名

start　9：00 多治見市役所駅北庁舎 ハートフルレンジャー

9：28 多治見西校 うながっぱーず

10：10 陶技学園 くりきんとん

10：50 広見公民館ゆとりピア オレンジファイヤー

11：20 可児市文化創造センター 県庁チーム

11：52 美濃加茂市役所 みのかもチャイルド会

12：34 加茂野児童館 Team Sakura

13：16 桜学館 チームひまわり

13：54 ひまわりの丘 （車で移動）

14：39 岐阜公園 ティーチーズ

goal　15：00 メディアコスモス

キャリスタ 2017 報告会

日　時　10 月 21 日（土）　14：00 ～ 16：00
場　所　可児市総合会館分室
参加費　無料



　

終わりました！

（特）可児市 NPO 協会

女性目線の防災講座
8 月 23日（水）10：00～ 12：00
総合会館分室　第 1会議室

　普段、好みの色や形で選んで買っているその靴
が健康を害している原因かもしれません。特に子
どもの足は変形しやすく、10 年後 20 年後の健
康を大きく左右します。今回は自分の足と家族の
足をチェックする方法と、身体を守るためにはど
んな靴を選んで買ったらいいのか、靴の買い替え
時期についての話でした。受講後すぐに家族で靴
を買いに行った受講生の方がいらっしゃいまし
た。「健康は足指から整える」これからの予防医
学の基礎になるものを学びました。

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

　
コネットひろば　～ハンドメイド marché ～

　家具の転倒についての確認と転倒防止対策を勉
強しました。前回からの宿題で家の間取り図とそ
こに家具の配置を描いたものを用意しました。参
加者各家庭の間取りを見ながら
①身を守れる場所が家の中のどこにあるのか
②外へ避難する通路は確保できているのか
③寝ているとき、入浴中に発災することを想定し
　ても身を守ることができるのか？
など考えました。色々な想定をし、必要に応じた
対策を立てることの大切さを知りました。

　コネットひろばは子育て中のママがちょっと一
息つける場所です。悩みを相談したり、愚痴を言っ
たり聞いたり ...。ママのやりたいを応援する場所
でもあります。ハンドメイド marché は日ごろ子
育てや家事に追われたママを、応援したいママが、
ママの為に企画運営した marché です。もちろん
ママ作家さんのやりたいを応援するものでもあり
ます。

9 月 13日（水）10：30～ 14：00
可児市文化創造センター ala

　当日は 28 店舗のハンドメイド・飲食ブース
に 800 名ほどの来場者でとてもにぎわいました。
買い物しながら子育てや幼稚園・保育園選びの相
談をしたり、情報交換をしたりしました。
　今後の開催予定は？次回は出店者で出たいで
す。また来たいです。という声が多く聞かれまし
た。たくさんのママに喜んでもらえたハンドメイ
ド marché となりました。



 新 着 図 書
ガバナンス　9 月号～地域の持続可能性と自治体のミッション～
ウォロ　8.9 月号～民生委員の持続可能性 100 周年の次へ～
ソトコト　10 月号～地域を育てるソーシャルビジネス～
地域づくり　9 月号～防災×まちづくり～

ぎょうせい
大阪ボランティア協会

株式会社木楽舎
（一財）地域活性化センター

子育てインフォメーション

可児市まちづくり助成事業
～可児市防災の会～

（特）可児市 NPO 協会

子育てと掃除

　「子どもが小さなうちは部屋が散らかってい
ても仕方がない、ちょっと汚れていてもね。」
と思いつつも気になるのが掃除・片づけ。だか
ら苦手な家事 1 位になるのでしょう。
　掃除するにはまず片付け。片づけていないの
に履いて拭くことはできません。片づけをしや
すくする一番簡単な方法は量を減らすことで
す。自分が管理できる量にすれば良いのです。

「うちの子、なんでも散らかしっぱなしにする
んです」という声を聞きます。チェックするポ
イントは二つです。一つ目は子どもの持ち物が
子どもの管理できる量に納まっているかどう
か。二つ目は今まで片づける方法を周りの大人

が教えてきたかどうか。このとき「ほら！ちゃ
んと片づけなさいよ！！」というのは片づけ方
を教えたことにはなりません。
　親が必要なモノ・不要なモノの判断ができず、
面倒だからといってゴミを捨てていないのに子
どもにだけやるように言ってもできませんし、
今まで片づけ方を学ぶ機会を与えていなかった
ら片づけようがないのです。
　子どもの部屋の様子は子どもの心が表れま
す。家の中は住んでいる人の心が表れます。そ
んな視点で一度部屋を見回してみてください。
新たな気づきがあります。

■　掃除は苦手な家事ランキング 1 位、誰かに代行してもらいたい家事ランキングも 1 位
■　掃除をするためにはまず片付けから

　可児市防災の会の方が現状報告と今後の方向
性について相談の為に来館されました。
　現在は自治会から防災講座を依頼されること
が多く、なかなか自主事業に繋がっていかない
のが現状です。
　今後はどの事業を会として主体的に運営して
いくのか話し合いをしていかれました。

　まちづくり活動助成金の目的は市民
活動団体の自立運営を支援することで
す。市からの助成を受け、ただ事業を
こなしていくだけではなく、団体の活
動を継続的かつ発展していけるように
3 年間で模索していただきたいと思い
ます。



数字 でみる可児市⑨～子育て
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。

可児市では、市民の意向を把握し施策に反映するため、様々なアンケート調査を行っています。今回は、その調査
報告書から子育てに関わる項目と、市内で行われている子育てサロン、子ども食堂、幼稚園保育園の情報です。

＜参考＞　　　可児市人口ビジョン及び総合戦略策定にかかる市民意識調査の結果について
　　　　　　　　http://www.city.kani.lg.jp/10724.htm
　　　　　　　可児市子ども・子育て支援事業計画【本編】　http://www.city.kani.lg.jp/11235.htm
　　　　　　　育児を応援する行政サービスガイド　ママフレ　https://kani-city.mamafre.jp/

可児市は子育てのしやすい環境だと思いますか　　　　　　　　　　　（平成 27年 6月調査）

子どもや子育てに関する悩み　＜複数回答＞　　　　　　　　　　　　（平成 25年 10月調査）

全体 10-30 歳代 40-50 歳代 60 歳代以上
とてもそう思う 7.4％ 7.5％ 7.3％ 7.3％
ややそう思う 33.6％ 29.7％ 38.0％ 33.0％
どちらともいえない 36.3％ 42.1％ 38.3％ 32.8％
あまりそう思わない 8.7％ 10.5％ 11.7％ 6.3％
まったくそう思わない 1.4％ 30.％ 0.9％ 1.0％
無回答 12.6％ 7.1％ 3.8％ 19.6％
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その他

不明・無回答
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不明・無回答
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子育てサロン 場所 開催日 時間
かたびラッコ 帷子児童センター 第２月 10：00 ～ 11：30
にこにこサロン 広見児童センター 第２木 10：00 ～ 11：30
さくらっ子 桜ケ丘児童センター 第２木 10：00 ～ 12：00
帷子児童館 帷子児童館 第３水 10：00 ～ 11：30
すこやかルーム 姫治公民館 第３金 10：00 ～ 12：00
ひよこっこ 春里公民館 第２土 10：00 ～ 12：00
どんぐり 下恵土公民館 第３水 10：00 ～ 12：00
鳩ぽっぽ 土田公民館 第１火 10：00 ～ 12：00
スマイリー 川合公民館 第２水 10：00 ～ 12：00
いまっこ 今渡公民館 第１水 10：00 ～ 11：30
あゆみ 南帷子小学校 第３木 10：00 ～ 12：00
きらきらぼし子育てサロン 福祉センター 第３日 10：00 ～ 15：00 一人親家庭
コネットひろば 福祉センター 第２水、第３火、第４木　10：00 ～ 14：00

こども食堂 場所 開催日 時間
姫こども食堂 姫治公民館 第４土 11：00 ～ 14：00
かわいこども食堂 かわいこどもの家 第１・３土 12：00 ～
可児子ども食堂 50since( ケーブルテレビ可児１階 ) 第２日 10：30 ～ 14：30
桜ケ丘こども食堂 桜ケ丘公民館 第２土 11：00 ～ 14：00
みぃーんなげんき NPO 法人みぃーんなげんき 第４土 11：00 ～ 14：00

保育園・幼稚園 住所 一時預り 休日保育 病児保育
 かたびら幼稚園  鳩吹台４丁目 -61 番地
 かたびら第二幼稚園  東帷子 2263 番地２
 ひめ幼稚園  下切 1532 番地
 桜ケ丘幼稚園  桜ヶ丘３丁目 124 番地
 大栄幼稚園  土田 1165 番地
 今渡幼稚園  今渡 1511 番地５
 かわい幼稚園  川合 861 番地 1
 トキワ幼稚園  緑ケ丘２丁目 188 番地１ 
 かたびら保育園  鳩吹台４丁目 61 番地
 可児さくら保育園  広見 1352 番地２ ○ ○ ○
 桜ケ丘保育園  桜ケ丘３丁目 124 番地２ ○
 すみれ楽園  下恵土 2819 番地６ ○
 はぐみの森保育園  塩 1272 番地 ○
 ひろみ保育園  広見 751 番地 ○
 （公）兼山保育園  兼山 482 番地２
 （公）久々利保育園  久々利 1644 番地 18
 （公）土田保育園  土田 2512 番地１
 （公）めぐみ保育園  下恵土 28 番地１
 梶の木保育園  川合 220 番地２ ○ ○
 スマイルネスト今渡保育園  今渡 688 番地２ ○
 スマイルネスト広見東保育園  瀬田 430 番地１ ○



　

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！

一家族 2 株のさといもを掘ってお持ち帰り
申込み締切は 10 月 30 日（月）

◆◆　親子さといも堀り体験　◆◆

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 4 日（土）
　　　　10 時 00 分～ 11 時 30 分
場　所： 可児市文化創造センター ala 近く
　　　　参加者に直接連絡します
参加費 ： 500 円／家族　（定員 25 家族）
申込み ： 郵送 509-0206 可児市土田 4267-6
　　　　ＦＡＸ 0574-25-2256
　　　　代表者氏名、住所、電話番号明記
【主 　 催】　ＮＰＯ法人さといも塾
【問合せ】　090-7047-0810（加藤）

（特）可児市 NPO 協会

日　 時 ： 2017 年 10 月 8 日（日）
　　　　14 時 30 分開演（14 時開場）
場 　 所 ： 可児市文化創造センター ala
参加費 ： 指定席 2,500 円　自由席 2,000 円

【主　 催】　可児市民第九合唱団
【問合せ】　090-2347-5562（津田）
　　　　　090-1237-4458（堀山）

◆◆　第 7 回定期演奏会　◆◆

日時 ： 2017 年 10 月 23 日（月）12 時～ 17 時
　　　　　　　10 月 25 日（水）9 時～ 17 時
　　　　　　　10 月 26 日（木）9 時～ 16 時
場 　所 ： 可児市文化創造センター ala
参加費 ： 無料

【主　催】　岐阜県シルククラフト連絡協議会
　　　　　絲の会

【問合せ】　0574-25-7311（横幕）

◆◆　絲の会　手作り作品展　◆◆

繭から糸を紡ぎ、自然素材で染めそれを織って
作品を作っています

可児市文化創造センター
開館 15 周年記念

日　時 ： 2017 年 10 月 15 日（日）
　　　　10：00 ～ 15：00
場 　所 ： 山之上交流センター
参加費 ： 1,000 円（昼食代込み）　定員 20 名
対　 象 ： 25 歳～ 40 歳独身男女
※応募者多数の場合は抽選（10/2 締切り）

【問合せ】　美濃加茂市社会福祉協議会
　　　　　0574-28-6111（担当：後藤）

◆◆　みのかもフルーツ婚　◆◆

みのかものおいしさと
あたたかい人柄にふれる婚活



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
25 26 27 28 29 30 01

02 03 04 05 06 07 08
◆かにぱそ
13：00～15：00
桜ケ丘公民館

◆おもちゃ病院
9：00～11：00
可児市福祉センター

◆きらきらぼし
子育てサロン
10：00～15：00
福祉センター
◆可児市民第九合唱
団演奏会
14：30～16：30
可児市文化創造セン
ター

09 10 11 12 13 14 15
◆かにぱそ
10：00～12：00
13：00～15：00
今渡公民館

◆可児自炊塾
10：00～12：00
歯並びが良くなる食事

◆コネットひろば
10：00～14：00
新聞紙あそび
食育相談
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

◆可児市健康フェア
◆自然学校「田んぼビオ
トープで体験しよう」
9：00～14：00
我田の森（久々利）
◆メダカの学校×なごや
環境大学
13：30～15：30
ウインク愛知

◆可児市健康フェア

16 17 18 19 20 21 22
◆コネットひろば
10：00～14：00
可児市福祉センター
◆かにぱそ
13：00～15：00
桜ケ丘公民館

◆おもちゃ病院
9：30～11：30
かにNPOセンター
◆100年時代
心身健康教室
13：30～15：00
春里公民館
◆キャリスタ報告会
14：00～16：00

23 24 25 26 27 28 29
◆かにぱそ
10：00～12：00
13：00～15：00
今渡公民館

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

◆女性目線の防災
10：00～14：00
かにNPOセンター

◆コネットひろば
10：00～14：00
可児市福祉センター
◆IT寺子屋
10：00～12：00
13：30～15：30
かにNPOセンター

◆おもちゃ病院
9：30～12：00
◆IT寺子屋
10：00～12：00
かにNPOセンター

◆オレンジリボンたすきリ
レー

30 31 01 02 03 04 05

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　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
◆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
◆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　申込期間9/19～10/6
◆100年時代心身健康教室　楽しく百歳まで生きる会　0574-65-5010　担当　中島さん

～10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 JT NPO 助成事業 

実施団体　日本たばこ産業株式会社 
関連 URL

https://www.jti.co.jp/csr/contribution/social/
npo/entry/index.html 
問合せ

日本たばこ産業株式会社　CSR 推進部社会貢献室
〒 105-8422 東京都港区虎ノ門 2-2-1　JT ビル
TEL：03-5572-4290
FAX：03-5572-1443 
募集時期

2017 年 9 月 20 日～ 2017 年 11 月 10 日 
対象分野　保健・医療・福祉、社会教育、まちづ
くり、学術・文化・芸術・スポーツ、環境保全、
子どもの健全育成 
対象事業　事業プロジェクト 
内容／対象

通常助成
①公益性を有し非営利法人であること
② 2017 年 8 月 31 日時点で、法人格を有して 1
年以上の活動実績を有すること。
　※任意団体としての活動実績は含みません。
③法人の設立目的や活動内容が、政治、宗教、思
想に偏っていないこと。
④反社会的勢力でないこと、または反社会的勢力
と密接な交友関係を有する法人でないこと。
事業実施期間

2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
応募制限　詳細は募集要項参照 
助成金額

助成金総額
1 件あたりの上限額　1,500,000 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

　ずいぶんと涼しくなりました。空気と空で季節の移り変わりを感じます。朝焼けと夕焼けが綺麗なので
気づくと空の写真ばかり撮っています。先日道すがら、写真好きの方とお話をしました。絞りやスピード、
連写からの合成、構図など奥が深くしばらく話し込みました。（ｗ）

（特）可児市 NPO 協会

毎日地球未来賞 

実施団体　毎日新聞社 
関連 URL

h t t p : / / w w w . m a i n i c h i . c o . j p / e v e n t / a w /
chikyumirai/07-1.html 
問合せ

毎日新聞大阪本社毎日地球未来賞事務局
TEL：06・6346・8407（平日 10 ～ 18 時）
Ｅメール：chikyumirai@mainichi.co.jp 
〒 530 － 8251　毎日新聞社毎日地球未来賞係 
募集時期　2017 年 9 月 1 日～ 10 月 10 日 
対象分野　環境保全、災害救援、地域安全 
内容／対象

地球規模の緊急課題である「食料」「水」「環境」
の分野で、国内外の問題解決に取り組む団体や個
人を顕彰する「第７回毎日地球未来賞」の授賞候
補を募集します。自薦、他薦のどちらでも受け付
けます。
＜対象・選考＞
　主に市民・草の根レベルの活動が対象です。東
日本大震災の被災地、被災者に対するこれらの分
野での復興支援活動も対象となります。
　高校生や大学生など若い人の活動を対象にした
賞として、次世代応援賞と奨励賞を設けています。
＜賞＞
毎日地球未来賞 １点＝賞金１５０万円
クボタ賞（特別賞） ２点＝賞金１００万円
※以上３点のうち１点以上は震災復興関連としま
す。
次世代応援賞 １点＝賞金５０万
奨励賞 ２点＝賞金２５万円 
助成金額

助成金総額： 4,500,000 円 
1 件あたりの上限額： 1,500,000 円 
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