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かに NPO センター

問合せ・申込は、 かに NPO センターまで（0574-60-1222）

【 SDGs 交流会②～安全な水とトイレ 】
　日　時：7 月 1 日（日）　13：30 ～ 15：30
　場　所：かに NPO センター
　参加費：500 円
　内　容：日本では当たり前な「安全な水と清潔な
　トイレ」。ところが、世界一の水輸入国は日本だ！
　と聞いたらどうでしょう。私たちにできることは

　何でしょう。ワールドカフェ形式で一緒に考えて
　みたいと思います。

【 資産承継セミナー①～親亡き後対策 】
　日　時：７月３日（火）　10：00 ～ 12：00
　場　所：かに NPO センター
　講　師：石田健吾さん（司法書士・法学博士）
　参加費：500 円
　内　容：障害のある子どもや自分では財産管理が
　できない子どもを、親の死後どのように支援して
　いくのかという「親なき後問題」。生前に解決し
　ておかなくてはいけない大事な問題なのですが、
　大変難しいのが現状です。昨年好評だった相続対
　策セミナーの講師石田さんをお迎えします。

【 お金の勉強会① 】
　日　時：７月 4 日（水）　10：00 ～ 12：00
　場　所：かに NPO センター
　参加費：500 円
　内　容：「お金の勉強」をしたことがありますか？
　おそらく多くの人が「お金の勉強」をしたことが
　ありません。生きていくのに必要不可欠だけど、
　誰も教えてくれない「お金」について考えてみま
　しょう。

かに NPO センター　講座・イベント一覧
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かに NPO センター

　平成 30 年度まちづくり活動助成金事業に 7 つの活
動助成の申請がありました。
　今年度は継続事業が６団体、新規事業が１団体の申
請です。どの事業も可児市が今抱えている地域課題を
を把握し、その課題に対して正面から向き合い展開し
ていく事業です。まちづくり活動助成金審査会で発表
している団体同士、休憩時間や終了後に連携の動きが
見え始めました。この 1 年の活動が楽しみです。

助成金のための会計講座
　日　時：6 月 8 日（金）13：30 ～ 15：30
　場　所：かに NPO センター
　参加費：500 円

平成 30 年度まちづくり活動助成事業企画発表会　5 月 20 日（日）

まちづくり活動助成　助成決定事業　

団体名 事業名 内容

 可児市民第九合唱団  クリスマスコンサート 2018
　プロソリストの演奏を聞き、可児ウィン
ドオーケストラと共に、客席とステージが
一体となった合唱を行う。

 昭和のあそびパーク
 　実行委員会  昭和のあそびパーク

　昭和のあそびをテーマにした体験広場を
開催することにより、世代を超えたふれあ
いを創出するとともに、子育て世代のサ
ポートをする。

 可児郡新四国八十八ヵ所
　 めぐり実行委員会

 可児のお宝めぐり
 　（可児市の指定文化財を知ろう！）

　可児市内の文化財をめぐる機会を設ける
ことにより、歴史、文化を市内外の方に発
信することを目的とする。

 可児市防災の会  地域防災力強化事業
　市民による防災力向上の取り組みを支援
し、地域ごとの防災体制を推進することに
より、地域防災力の強化を目的とする。

 特定非営利活動法人
　 ぎふ多胎ネット

 かにママ　ふたごちゃん・みつごちゃん
　 子育て教室事業

　多胎家庭を対象にした子育て教室を企画
運営することで、同じ境遇同士の仲間作り
を促進させ、育児困難感の軽減を図る。

 一般社団法人
　 可児青年会議所

 青少年育成事業
　 ～みんなで作ろう　秘密基地キャンプ

　大人ができるだけ手を貸さず、子どもた
ちが主体的に行動できるキャンプを提供す
ることで、仲間づくりや助け合いの気持ち
を育む。

 可児商工会議所青年部  可児魅力創出イベント
　 「巨大七草鍋とかまくら」

　可児そだちにも認定されている「春の七
草」を栽培から収穫まで親子で行い、直径
６ｍの大鍋で七草鍋を作り、市民の皆さん
にふるまう。



 新 着 図 書

ガバナンス　5 月号～小規模市町村の展望　自治体窓口の危機管理

ウォロ　４・5 月号～活動したい市民団体　私の選択

ぎょうせい

大阪ボランティア協会

◆◆　NPO インフォメーション　 ◆◆

かに NPO センター

市民活動団体のバックオフィス業務

法人税の申告（5 月 31 日まで）
　税法上の収益事業を行っている場合は申告が必要で
す。法人税の申告は決算日の 2 か月後と定められて
いますから、3 月決算期の法人は 5 月末になります。
総会で承認されて確定した決算に基づいて行います。

事業報告書の提出（6 月 30 日まで）
　可児市は NPO 法施行事務の権限委譲を受けてい
ませんから、提出先は岐阜県環境生活部県民生活課
NPO・宗教法人係になります。
　役員変更の場合は、役員変更届と変更後の役員名簿
が必要です。事業報告書に必要な役員名簿は報告する
事業年度に役員であった「前事業年度の役員名簿」で、
別物なので注意が必要です。
　定款変更の場合は、認証が必要な変更か、認証が不
要な変更かによって、届け出書類が変わります。どち
らの場合も、総会議事録のコピーを用意します。

法務局への登記（事由が発生してから 2 週間以内）
　定款の定める役員任期によって役員改選を行った場
合、たとえ全員が留任（重任）でも登記が必要になり
ます。代表のみの登記なのか、役員全員登記なのかが
法人の定款によって違います。

労働保険の年度更新（6 月 1 日～ 7 月 10 日）
　労働保険料の算定は、平成 29 年 4 月 1 日から平成
30 年 3 月 31 日までに支払われた賃金総額に保険料
率を乗じて計算します。年度更新では、前年度に納付
した概算保険料との差額を精算し、今年度の概算保険
料を申告・納付します。

社会保険料の算定基礎届（7 月 10 日まで）
　従業員の 4 月～ 6 月に支給した 3 ヶ月分の給与デー
タを元に、算定基礎用の計算方法で算出した額を所定
の用紙に記入します。これを、会社が加入している年
金事務所・健保組合へ提出する年に一度行う必要のあ
る大事な手続きです。この手続きを行わないと、一年
の間に給与に増減のあった従業員の社会保険料を誤っ
た金額で支払うことになってしまいます。

------  決算後の資料整理  -------
1 年 1 冊、決算用ファイルを作成し、確定版を保存し
ておきます。１年に１回の作業なので忘れてしまい
まったら１年前の自分に助けてもらいます。
・保存書類一覧を作成し、わかりやすくしておく
　（部門別損益計算書・減価償却台帳・総勘定元帳・
　補助元帳・部門別元帳・決算仕訳・税務申告書など）
・必要に応じて、残高証明（通帳のコピーでも可）、　
　期末日の金種表（現金実査）、棚卸資産など
・領収書、請求書、決算書、申告書は別保存
会計・経理関係の書類は税法で定められた保存期間が
ありますので、確認が必要です。経理関係以外の事業
報告書などの書類は自団体の規則も確認しておきま
す。
　もしかしたら、何よりも大事なのは、右往左往し試
行錯誤したプロセスのメモかもしれません。記録は身
を助けると言いますが、日頃からこまめに記録する習
慣を身に付けたいと、この時期に痛感します。

　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。3 月決算期の法人は、総会後の準備をする時期になりました。



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！

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：7 月 22 日（日）　13：30 ～ 16：00　　
場　所：可児市文化創造センター　小劇場
内　容：子どもたちのコンサート
　　　　

【主　催】　NPO 法人饗愛学園
　　　　　　マーシーサービス可児　　　　　　　　　

【問合せ】　TEL：0574-49-9416

同時開催：アート作品展（7/20 ～ 7/22）
　　　　　１階ギャラリー

かに NPO センター

◆◆　マーシーカーニバル　◆◆

月　日 ： ６月８日（金）
時　間 ： 9：30 ～ 10：20　いのちのはなし
　　　　　　（４～６年生）
　　　　10：040 ～ 11：25
　　　　　家庭で伝えるいのちと性（保護者）
講　師：あき助産師（埼玉県さら助産院）
場　所：今渡南小学校　体育館

【主　催】　今渡南小学校家庭教育学級　
【問合せ】　0574-62-1366

　　　　　（今渡南小学校　中島教頭）　　　　　

◆◆　いのちのはなし ( ４～６年生向け )　
家庭で伝えるいのちと性（保護者向け）　◆◆

今渡南小家庭教育学級を開放して地域のみなさん
にも聞いていただけるようにしました

マーシーサービス可児でミュージック＆アートを
学ぶ子どもたちのレッスンの成果をみてください

日時 テーマ 講師

7/1/ 日 可児市の現状と
　日本語サポーターとは

国際交流協会
　各務眞弓

7/15/ 日 ドキュメンタリー映画
　鑑賞と意見交換

ジャニコン
　製作担当者

8/27/ 月 DLA について学ぼう 同志社大学准教授　
櫻井千穂

9/2/ 日 とよた日本語学習支援
　システムの概要と理念

ｼﾑﾃﾑｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
鈴木崇夫

9/24/ 祝 DLA の実践事例 小牧市大城小学校　
伊藤敦子

調整中 とよた日本語学習支援
　システム

調整中

　

日　時：7/1 ～
場　所 ： 多文化共生センター　フレビア
参加費 ： 2500 円
申込〆切：６月 24 日（日）

【主　催】　可児市国際交流協会
【問合せ】　TEL：0574-60-1200
　

◆◆　地域日本語支援者養成講座　◆◆



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

◆おもちゃ病院かに
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
桜ケ丘地区センター

◆生涯学習かに
パソコン楽習会
9:30～11:30
広見地区センター
◆コネットひろば
10:00～14：00
福祉センター1F

◆助成金のための会
計講座
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―

◆カードゲームで遊び
ながら世界を学ぼう
13:30～16:30
総合会館分室

11 12 13 14 15 16 17
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
13:00～15:00
今渡地区センター
◆「ひとのま」宮田さん
を迎えて
第1部14:00～
第2部18:30～
総合会館分室　他

◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
帷子地区センター

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

◆おもちゃ病院かに
9:30～11:30
かにNPOセンタ―

◆寺子屋とことん塾
9:30～12:00
春里地区センター

18 19 20 21 22 23 24
◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
桜ケ丘地区センター

◆生涯学習かに
パソコン講座
9:30～11:30
広見地区センター

◆コネットひろば
10:00～14：00
福祉センター2F

◆愛岐ケ丘ﾐｭｰｼﾞｯｸｻ
ﾛﾝ
13:30～15:00
愛岐ケ丘集会場

◆おもちゃ病院かに
9:30～12:00
桜ヶ丘児童センター
◆ＩＴ寺子屋
10:00～12:00
かにNPOセンタ―

25 26 27 28 29 30 01
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
13:00～15:00
今渡地区センター

◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
帷子地区センター

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

◆寺子屋とことん塾
14:00～
龍済寺（犬山市）

各イベントに関しての問合せ・申込み
◆コネットひろば　0574-60-1222　かにNPOセンタ―
◆ひとのま・助成金会計・カードゲーム　0574-60-1222　かにNPOセンタ―
◆IT寺子屋　0574-65-8158　担当 五郎畑さん 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
◆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
◆寺子屋とことん塾　0574-65-2282　担当加藤さん

～６月市民活動カレンダー ～

※詳細は主催団体に問合せて確認してください

◆「ひとのま」 宮田さんを迎えて
6月11日（月）第1部 14:00～ 500円

第2部 18:30～ 3,000円程度
総合会館分室 2F大会議室 （第2部は他所 先着15名）

◆助成金のための会計講座
6月8日（金） 13:30～15:30
かにNPOセンター 参加費 500円

かにNPOセンター



助成金情報

平成 30 年度あしたのまち・くら
しづくり活動賞

こども食堂　拠点整備応援プロ
ジェクト

実施団体　（公財）あしたの日本を創る協会
URL　http://www.ashita.or.jp/prize/
問合せ　〒１１３－００３３　東京都文京区本郷２
－４－７　大成堂ビル４階
ＴＥＬ０３－６２４０－０７７８　　ＦＡＸ０３－
６２４０－０７７９　　Ｅメール：ashita@ashita.
or.jp
募集期間　2018 年７月４日
対象事業　地域が直面するさまざまな課題を自らの
手で解決して、住み良い地域社会の創造をめざし、
独自の発想により全国各地で活動に取り組んでいる
地域活動団体等の活動の経験や知恵などのストー
リーをレポートとしてぜひお寄せください。震災復
興のまちづくりや震災復興支援の活動もご応募くだ
さい。
募集対象　

（１）対象団体・活動期間
　地域住民が自主的に結成し運営している地域活動
団体や自治会・町内会、または、地域活動団体と積
極的に連携して地域づくりに取り組む企業、商店街、
学校等。活動に２年以上取り組み、大きな成果をあ
げて活動している団体。

（２）活動範囲
　市区町村地域程度まで。
助成金額　5 万円～ 20 万円

【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

　可児市子育て健康プラザ mano がオープンしました。NPO センターがある総合会館分室から、mano が
ある駅前へ行くのに、可児駅にできた自由通路を通って５分。最初の頃は、階段を上るのに息がきれてい
ましたが、最近は駆け上がれるようになってきました。小さな行動の積み重ねは大きいと痛感します。（y）

かに NPO センター

実施団体　一般社団法人全国食支援活動協力会
URL　http://mow.jp/kodomo-mitsubishi2018.htm
問合せ　〒 158-0098 東京都世田谷区上用賀６－
１９－２１
一般社団法人全国食支援活動協力会（旧：全国老人
給食協力会）
電話番号（平日）：０３－５４２６－２５４７
ＦＡＸ番号：０３－５４２６－２５４８
メールアドレス：infomow@mow.jp
募集期間　2018 年 6 月 29 日
対象事業　こども食堂を運営する団体に対し、安定
的な運営に要する経費の一部助成を目的としていま
す。 団体要件　以下の要件をすべて満たしている

「こども食堂」 の運営資金を対象とします。
（１）自主学習の支援、こども同士の遊び、子育て
支援、食育体験など、こどもの健やかな成長のため、
食事提供のある居場所づくり活動に取り組んでいる
こと

（２）孤食や生活困窮など様々な家庭環境のこども
を含む地域のこどもたちが気軽に参加できること

（３）こどもの様子を見守り、必要に応じて専門の
支援機関につなげる取組があること

（４）平成３０年４月１日時点で開設していること
（５）原則、定期開催できる活動拠点を持ち、月２
回以上開催していること

（６）宗教、政治、営利活動を主目的としないこと
助成金額　20 万円




