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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）

【  健康フェア可児出展  】
　日　時：10 月 14 日（日）9：30 ～ 15：00
　場　所：可児市文化創造センター ala

【  キャリスタ報告会  】
　日　時：10 月 21 日（日）13：30 ～ 15：30
　場　所：かに NPO センター
　
　＜ ブースの場所は、主劇場ホワイエ入口 ＞

血圧測定及び健康体操の実演と体験を行いな
がら、健康づくりに関わる市民活動のご紹介
をしています。
会場内には、他にも様々な体験や販売があり
ます。ご来場をお待ちしています。

　この夏様々なことに挑戦したチャレンジャー
たちの姿を見に来てください。チャレンジの第
1 歩は、ほとんどの場合、初めて知らない人に
電話をすること、から始まります。緊張しなが
らアポイントを取った結果は。。。

【 映画『隣る人』上映会  】
　日　時：10 月 20 日（土）① 14：00 ② 18：30
　場　所：可児市文化創造センター　映像シアター
　＜内容＞
　　児童養護施設の生活に 8 年間密着して描いた　
　ドキュメンタリー。親と暮らせない子どもたちと、
　隣合う保育士たち。そして、子どもたちと再び
　暮らすことを願う親。
　　　チケット：900 円（発売 9/20 ～）
　　　チケット取扱い：文化創造センター
　　　　　　　　　　　かに NPO センター

【 オレンジリボンたすきリレー中継イベント  】
　日　時：10 月 28 日（日）　10：45 頃
　場　所：子育て健康プラザ mano
　内　容：多治見からスタートした「たすきリレー」は
　　　　この後岐阜へつながれ、県内４か所から繋が
　　　　れたタスキが一斉に FC 岐阜の試合開場へ
　　　　ゴールします。
　

お金の勉強会

　日　時：9 月 5 日（水）10：00 ～ 12：00
　場　所：かに NPO センター
　参加費：500 円

かに NPO フェスタ 2018　出展者募集

　日　時：11 月 17 日（土）10：00 ～ 15：00
　場　所：可児市福祉センター

数字でカフェ～子育て

　日　時：9 月 30 日（日）13：30 ～ 16：00
　場　所：かに NPO センター
　参加費：無料

かに NPO センター　講座・イベント一覧

- - - - - - ・ ・ ・ - - -   こども虐待防止キャンペーン   - - - ・ ・ ・ - - - - - -

- - - - - - ・ ・ ・ - - -　　9 月イベント まだまだ募集中！ - - - ・ ・ ・ - - - - - -



かに NPO センター

第 4 回 SDGs 交流会は　目標 12「つくる責任つかう
責任」をテーマに 2 度開催。

　8/11 には、アーラにおいて映画「バレンタイン一揆」
を鑑賞後、エンリッチプロジェクト (NPO 法人縁塾主
宰 ) に参加の高校生と一般参加者とで交流会を行いま
した。
　映像で観る児童労働の現状と自分の日常生活とのあ
まりの違いに、もやもやした気持ちをかかえる生徒、
自分の幸せを改めて再確認する生徒、そしてフェアト
レードに興味を持ち、「今の自分になにができるだろ
う」と自問自答する人など、それぞれの胸に響いたこ
とをシェアしあいました。

　8/19 には、かに NPO センターにおいて、「スマー
トフォン」を題材に、スマートフォンの材料がどこで
どのように採掘され流通されているのか。その裏で何
が起きているのかなどの勉強 & 交流会を開催。まだ
日本には販売されていない「紛争鉱物」を使用しない

「フェアフォン」についても話が広がりました。

　「チョコレート」「スマートフォン」という身近なも
のでも知らないことがいかに多いか、今の自分の暮ら
しと児童労働、鉱物紛争等の現状が決して無関係で
はないこと、すべては繋がっていることに気付くこ
と・・・。自分の行動が世界に及ぼす影響に思いをは
せ、それぞれの立場で毎日の小さな選択に責任を持ち
暮らしていく人が増えることが SDGs のキーワードで
ある「誰一人取り残さない」世界の第一歩であると感
じた交流会でした。

＜参加者の感想＞
・映画上映だけでなく、高校生と大人がワールドカフェ
方式で意見交換ができてよいプログラムでした。
・人間は色んな環境、自然のこと、原点のことを考え
るべき
・農産物や一時製品だと可視化しやすいように思うが
工業製品になると問題がより複雑化して一般消費者か
らすると「よくわからない」「なんでもいいや」になっ
てしまうんだろうと思う。公正な対価っていくらなん
でしょうね。
・世界には自分たちが日々当たりまえに感じているこ
とが、あたりまえでなくすごく苦労しなければ手にい
れることができない人がたくさんいることがよくわか
りました。
・あまり話したことのない大人の方と意見交換と交流
して、自分の価値観やものの見方に良い影響を与えら
れたと思います。映画の内容、フェアトレードなど世
界で今も起こっている問題や現状について話し合って

「なるほど！」「確かに！」と思うことも多くあり、と
ても貴重な体験になりよかったです。
・難しい現状を変えるのは難しいけれど、自分のでき
ることをやればいつかは変わると思うしそう信じた
い。
・今回は映画を見てすごく考えさせられました。また
知る事は大切だと思いました。知る事ができればそこ
から何かを変える策を考えることができると思ったか
らです。
・映画を見て自分の普段の生活についてすごく考えさ
せられたし、その後のグループワークでは、話したこ
とのない高校生や大人の方と話せてすごく楽しかった
です。グループワークでは、自分の感じた気持ちに対
して共感してくださる方がいてすごく嬉しかったで
す。
・映画もよかったですが、交流会があったおかげで受
け身で終わらずにすみました。ガーナを訪れた 3 人
のように、実際に動いて話して自分の身体で感じる体
験につながったと思いました。
・高校生と生の会話ができてよかった。大人として今
できる事、生きていく上で必要なことを考えさせられ
ました。まずは１２つくる責任つかう責任、日々の暮
らしでできる事。
・色んな人と意見交換することができて、自分の考え
方が変わったり、自分とは違う考え方の人と話て考え
が深まったりできたので、良かったです。

SDGs 交流会　第４回
～目標 12　つくる責任つかう責任～

8 月 11 日（土）可児市文化創造センター
8 月 19 日（日）かに NPO センター



 新 着 図 書

ガバナンス　8 月号～ SDGs ×自治体　仕事力を高める説明のスキル

まちをつくるひとをつくる　machidas　マチダス

スマホから考える世界・わたし・SDGs

Social Action Handbook 

　　～テーマと出会い・仲間をつくり・アクションの方法を見つける 39 のアイデア

ぎょうせい
（特）まちづくり学校

（特）開発教育協会
（特）開発教育協会

かに NPO センター

今までに開催した SDGs 交流会

第 1 回　3 月 18 日
　目標１「貧困をなくそう」
　映画「わたしは、ダニエル・ブレイク」鑑賞と交流会
第 2 回　6 月 10 日
　SDGs カードゲーム体験会
第３回　７月 1 日
　目標６「安全な水とトイレ」
　日本の水輸入量は世界１位？可児市の水道事情
第４回　８月 11 日・19 日
　目標 12「つくる責任つかう責任」
　8/11　映画「バレンタイン一揆」鑑賞と交流会
　8/19　スマホから考える世界・わたし・SDGs

SDGs の特徴

　SDGs は、2015 年国連総会で世界で共有する目標
として合意されました。世界で多岐に渡って起きて
いる課題を洗い出し 169 のターゲット課題に整理し、
それらを克服することで、2030 年までに達成したい
17 のゴールを設定したものです。
それ以前の MDGs からの大きな変化は３つ
①目指す姿を「誰一人取り残されない世界をつくる」
とし途上国も先進国も含めた取り組みとしたこと。
②環境・経済・社会の統合的な目標としたこと。
③ゴール達成への担い手として、政府や国際 NGO だ
けでなく、企業や自治体など多様な主体の参加を呼び
掛けていること。

参考
（『ソーシャルプロジェクトを成功に導く 12 ステップ
～コレクティブな協働なら解決できる！ SDGs 時代の
複雑な社会問題』佐藤真久・広石拓司著　みくに出版）

SDGs の視点で社会を見る
　現在の生活は、とても個別化されていて、社会から
分断化されたまま成り立っています。一方で、私たち
が日々消費する「モノ」は、原材料の調達から消費者
に至るまでのサプライチェーンがグローバル化し、「モ
ノ」が自分の手元に届くまでの全ての工程に「ヒトの
暮らし」が関わっていることを見えなくさせています。
　私たちが毎日消費しているたくさんの「モノ」。
そこに関わる「ヒトの暮らし」に思いを馳せる時、
SDGs の 17 の目標のいずれかに必ず関わってきます。　

　SDGs の視点で「モノ・ヒト」を考えていくと、目
標は１つだけでなく複数の目標と相互に関連しあって
いる事が見えてきます。世界の現状と個人の消費。そ
のつながりから個人の行動を考えると「誰一人取り残
されない社会」の実現に向かっていけるのではないか
と考えています。
　今後も、SDGs 交流会を開催していきますので、気
軽に参加してみてください。

SDGs 交流会



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：9 月 3 日（月）10：00 ～ 11：30
場　所：子育て健康プラザ　市民支援室
参加費：100 円
内　容：毎月定期的に開催します。
　　　　どの回からでもご参加いただけます。
　　　　

【主　催】　市民支援室（子育て健康プラザ内）
【問合せ】　0562-63-8303

かに NPO センター

◆◆　防災カフェ　◆◆

日　時 ： 9 月 13 日（木）10：30 ～ 14：00
場　所：可児市文化創造センター ala
　　　　レセプションホール
内　容：ハンドメイド雑貨、ワークショップ、
　　　　フードブースなど 28 店舗が集います。

【主　催】子育て支援ネットワーク
【問合せ】　0574-60-1222（かに NPO センター）

◆◆　ハンドメイドマルシェ　◆◆
ママとキッズの１day イベント ママ目線で考える防災カフェ。いざという時、

お守りになるこども防災を一緒に考えます。

真向法体操（４つの体操）の継続で
ロコモと寝たきりの予防

これからやってみたい方も、経験のある方も
ぜひ一緒にけん玉を楽しみましょう。

月　日：毎月第２、４土曜日
時　間：10：00 ～ 11：30
場　所 ： 帷子地区センター
参加費：500 円 / 月

【主　催】　可児真向法体操会
【問合せ】　090-7439-4603（小田英紀）
　

月　日：主に第４土曜日
時　間：18：00 ～ 20：00（予定）
場　所 ： 広見地区センター
参加費：200 円（高校生以下 100 円）

【主　催】　かにけん玉クラブ
【問合せ】　090-4184-4902（吉田）
　

◆◆　真向法体操帷子教室　◆◆ ◆◆　かにけん玉クラブ　◆◆



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 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09
◆ママ目線～防災
10:00～11:30
mano 市民支援室

◆生涯学習かに
パソコン講座
9:30～11:30
広見地区センター
◆お金の勉強会②
10:00～12:00
かにNPOセンター

◆IT寺子屋
10:00～12:00
かにNPOセンタ―

10 11 12 13 14 15 16
◆生涯学習かに
バイオリン演奏会
13:30～15:30
文化創造センター

◆ハンドメイドマルシェ
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―

◆おもちゃ病院かに
9:30～11:30
かにNPOセンタ―
◆新四国八十八ヶ所
めぐり実行委員会
13:30～15:30
広見地区センター

17 18 19 20 21 22 23
◆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 2F
◆日本政策金融公庫
ソーシャルビジネスセミ
ナーin多治見
13:30～16:00
とうしん学びの丘エール

◆おもちゃ病院かに
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―

◆かにNPOセンタ―
休館日

24 25 26 27 28 29 30
◆かにNPOセンタ―
休館日

◆ママ友づきあい
10:00～11:00
mano 市民支援室

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

◆数字でカフェ
～子育て～
13:30～16:30
かにNPOセンター

各イベントに関しての問合せ・申込み
◆お金の勉強会②・ハンドメイドマルシェ・コネットひろば・数字でカフェ～子育て～　0574-60-1222　かにNPOセンタ―
◆ママ目線で考える～防災・ママ友づきあいに悩んでいませんか　0574-63-8303　mano 市民支援室
◆IT寺子屋　0574-65-8158　担当 五郎畑さん 受付時間 18:00～21:00
◆生涯学習かに　パソコン楽習会　0574-65-7052　担当 西垣さん
◆生涯学習かに　バイオリン演奏会・可児郡新四国八十八ヶ所めぐり実行委員会　090-6590-4285　担当 丸山さん
◆おもちゃ病院かに　090-5102-6163　担当 葛山さん
◆日本政策金融公庫　ソーシャルビジネスセミナー in 多治見　0572-22-6341　担当 田渕さん 浅井さん

～９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

◆お金の勉強会② 運用のしくみ
9月5日（水）10:00～12:00
参加費 500円 先着 20名

◆ハンドメイドマルシェ
9月13日（木）10:30～14:00
文化創造センター ala レセプションホール
◆コネットひろば 9/20（木）10時～14時 福祉センター

かにNPOセンター



助成金情報

ＮＰＯ基盤強化資金助成 / 組織
および事業活動の強化資金助成

子供の未来応援基金 第 3 回
未来応援ネットワーク事業

実施団体　（公財）損保ジャパン日本興亜福祉財団
URL　http://www.sjnkwf.org/jyosei/kibankyouka.
html
問合せ　〒 160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sjnkwf.org/
電話：03-3349-9570 ﾌｧｯｸｽ：03-5322-5257
募集期間　9 月 3 日～ 10 月 12 日
対象対象　特定非営利活動法人・社会福祉法人で、
社会福祉に関する活動を行う団体を対象とし、原則
として 2020 年３月末までに完了する事業。 
助成内容　
・団体の基盤強化に結びつく事業に必要な費用
・組織の強化に必要な費用
・事業活動の強化のために行う、新規事業、あるい
は既存事業の拡充・サービス向上に必要な費用
＜使途＞
本助成事業に関する、人件費（助成金額の３０％を
上限とする）・物件費

【ご参考】
・対象となる費用（費目）
人件費、講師謝金、コンサルティング費※、会議費、
機材・什器・備品購入費、交通費・通信費、印刷費、
工事改修費など
助成金額　50 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

この夏、孫が誕生しました。3 人目で初めての女の子です。里帰り中のお嫁さんから送られてくる動画を
見ながら、ひとりでニヤニヤする日々。生後２～３週間でこんなにも動きも泣き声も力強く変わってくる
ものかと、赤ちゃんの成長のスピードに改めて驚く毎日です。　　　　　　　　　　　　　　　　( ｙ）

かに NPO センター

実施団体　（独政）福祉医療機構（WAM）／子供の
未来応援基金
URL　http://www.wam.go.jp/hp/miraiouen3rd/
問合せ　子供の未来応援基金 未来応援ネットワー
ク事業 事務局
独立行政法人福祉医療機構 NPO リソースセンター
〒 105-8486 東京都港区虎ノ門 4 丁目 3 番 13 号 
ヒューリック神谷町ビル 9 階
電話：03-3438-4756　月曜～金曜
募集期間　8 月 1 日～ 9 月 21 日
事業目的　貧困の状況にある子供たちの抱える困難
やニーズは様々であり、貧困の連鎖を解消するため
には、制度等の枠を越えて、一人ひとりの困難に寄
り添ったきめ細かな支援を弾力的に行うことが必要
です。そのため、貧困の状況にある子供たちの実態
を把握しやすい草の根で支援活動を行うＮＰＯ法人
等の存在が重要です。この事業は、草の根で支援活
動を行うＮＰＯ法人等の運営基盤の強化・掘り起こ
しを行い、社会全体で子供の貧困対策を進める環境
を整備することを目的にしています。
対象事業

ア 様々な学びを支援する事業
イ 居場所の提供・相談支援を行う事業
ウ 衣食住など生活の支援を行う事業
エ 児童又はその保護者の就労を支援する事業
オ 児童養護施設等の退所者等や里親・特別養子縁
　組に関する支援事業
カ その他、貧困の連鎖の解消につながる事業
助成金額　500 万円




