つなげよう・ひろげよう・ＮＰＯのわ

か に ＮＰＯだ よ り

平成 30 年 10 月 25 日発行

休館日 11 月 11 日 ・ 17 日

かに NPO センター

NO.173

講座・イベント一覧

かに NPO フェスタ 2018 ＆子どもお仕事体験
11 月 17 日（土）10：00 ～ 15：00
可児市福祉センター

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

『隣る人』上映会

10 月 20 日（土）
可児市文化創造センター ala
10 月 22 日（月）可児市子育て健康プラザ mano

児童虐待防止推進月間

11 月は児童虐待防止推進月間です。岐阜県では普

及啓発のために「岐阜オレンジリボンたすきリレー」
を 10 年前から行っていますが、現状を知る機会はな
かなかありません。メディアで取り上げられるような
悲しい事件は後を絶ちませんが、子育てに悩んで虐待
と言われるのではないかと不安で叱ることもできない
ママたちの声も多く聞こえてきます。

専門的な事は専門家にお任せするしかありません

が、私たち一人一人ができることは何だろうと考える
機会を持ちたいと考えています。その一連の企画の１
つが今回の『隣る人』上映会です。アーラ、マーノと

場所を変えて計４回上映し、約 120 人の方に観てい
ただきました。終了後簡単な感想シェア会も行いまし

映画『隣る人』- - - - - - - -

児童養護施設「光の子どもの家」の生活に 8 年間に

わたって密着し、その日常を淡々とかつ丁寧に描いた
ドキュメンタリー。「私の全存在を受け止めて！」と

不安の中で揺れ動き続ける子どもたち。水らかの深淵
とその重さに格闘しながらも、寄り添い続けようとす
る保育士たち。離れて暮らす子供再び生活でき料にな
る事を願い人生を修復しようともがく実の親など、生
命力にあふれる人々の姿が瑞々しく描かれ、どこにで
もありそうな日常なので、見る物を笑いと涙、人と人
とのぶつかり合いの温もりで包み込む。
（公式ホームページより）

たが、子育て中の方、子育て支援者関係者、孫を持つ
方など立場に寄って想いも様々でした。
参加者の感想

・児童養護施設はどんなところなのかが日常を通して
描かれているのがよかった。一緒にくらしたいと思っ
てもなかなかうまくいかないところがあるのが分かっ
た。

・子ども達と真摯に向き合うスタッフの方々が素晴ら
しいなと思いました。子を育てる、人を育むとはどう
いうことなのか本当の親子であっても、嫌いなわけで

児童虐待防止啓発に関する企画

ます。

・オレンジリボン運動パネル展

なくても一緒にいられない、人の関係の難しさも感じ
・あたり前にある家庭のない子どもたちと、そこに寄

り沿う大人たち。家族のあり方の多様さ、幸せとは、
社会としてこういった子どもたちをどう支えるか。
色々考えさせられる映画でした。

・児童養護施設・・・知らない現実がたくさんありま
した。大人が子どもに本気で関わっていたら、信頼関
係も産まれるし、本気で関わらなければ（向きあわな
ければ）崩れていくと思った。血のつながりなんて関
係ないない。

・いろいろ考えさせられました。血がつながっていて

もいなくても、子どもを見守ったりよりそってあげる
大人の大切さが大事だと思いました。

・子ども隣で（傍で）
、一緒になって笑い泣き喜んだ
りしてくれる存在はとても大切なんだと思いました。

・暮らしを大事にする大人になってほしいとの言葉。
良い言葉だと思い、それだけで良い映画に巡り合えて
よかったと思いました。

＜かに NPO センター企画＞

10 月 22 日～ 11 月 30 日
子育て健康プラザ mano

２階ラウンジ

・岐阜オレンジリボンたすきリレー中継地イベント
10 月 28 日（日）10：30 ～ 11：00
子育て健康プラザ mano

１階なかのひろば

＜ mano 市民支援室企画＞

・こども虐待を理解するための書籍展
11 月 1 日（木）～ 30 日（金）
子育て健康プラザ mano

1 階みんなの書斎

・『わたし、生きてていいのかな』上映会
11 月 21 日（水）10：00 ～
子育て健康プラザ mano

２階研修室

入場料：親子１組５００円

11 月 24 日（土） ① 14：00 ～② 18：30 ～
文化創造センター ala
入場料：900 円

かに NPO センター

映像シアター

キャリスタ報告会

10 月 21 日（日）

キャリスタとは、キャリアとスタートを意味する造

語です。こどもたちが自分のやりたいことに向かって
チャレンジすることを応援しています。

今年で 3 年目。毎年、子どもの思考の飛躍力に驚く
ことばかりです。今年のチャレンジは 8 人でした。

自ら行動して生まれた自信

そんな子どもたちの活動報告会は、ハラハラしながら
見守ったサポーターや親が感涙に浸りながら聞いてい
るのに対して、子どもたちの姿は晴れやかです。何人
もの知らない大人に自分の考えを伝え、それに応えて
もらうことで生まれた自信が、これからの人生の糧に

行動計画書

なればとても嬉しいです。

るので、大人が環境を整えることはありません。まず

保護者の方へのアンケートから

キャリスタは、全て自分でやることを原則としてい

最初は行動計画書を作ることから始めます。やること

・キャリスタという枠にのったことで、思い切った行

んでいきます。企画書と実施計画書にあたります。

・夏休みといっても仕事があったり、また、子供と一

知らない人に電話をかける

ターの方との活動はすごく子供のためになりました。

リストを作り、カレンダーにいつ何をやるのか書きこ

動に出ることができた

緒に行くと子供がたよったりしてしまうので、サポー

内容にもよりますが、次が最大の関門の「アポイン

・自分で計画・行動・実行する力を経験できたので。

行います。まず、電話で伝える内容を紙に書き、何度

・子どもが興味をもったことについて多くのことを学

トの電話をかける」こと。勿論これも子どもが自分で
も読んで練習します。親や友達以外に電話をかけたこ
とが無い子がほとんど、携帯やスマホ以外の電話機の

・すべて自分で考えてやる事ができたので。

ぶことができた。私も協力してくれる大人が沢山いる
ことに感動した。

使い方から始まる場合もあります。子どもにとって一

・自分でやったことを「伝える」という活動ははじめ

ターにやって来ますが、ため息の連続の挙句結局帰っ

・電話でアポイントを取り、インタビューなどすべて

りして帰る、その間大人はじっと見守ります。数日後、

・人に意見、しつもんを自分からできた。人前ではな

ることができます。この時点では「断られる」想定を

・自分のしたいことを人にお願いして実現するための

番緊張する場面です。電話をかけるために NPO セン

てしまう場合もあります。何度もやって来ておしゃべ
自分でやるしかないと覚悟を決めてやっと電話をかけ
全くしていないので、断られた場合のショックは大き
いですが、先へ進むためにもう一度勇気を振り絞って

てでしたので、たのもしく思えました。
1 人で行えたこと。
すことができた。

『交渉力』が一番成長を感じた。

次の電話をします。このプロセスを経て、やっと自分
のやりたい事のスタート地点に立ちます。
失敗は試行錯誤の過程

想定通りいかない事が次々に起こりますが、電話の

関門を超えた子どもたちは、試行錯誤しながらも何と
か自分で行動していきます。こうやってＡがダメなら

B、ＢがダメならＣ、色々やってみてダメならＸＹと

一気に飛び越えてしまいながら、「わが道」を造りあ
げます。
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自治体の災害対応と連携

「参加の力」が創る共生社会
ダイアローグ
まちむら

143

対話する組織

ぎょうせい

市民の共感・主体性をどう醸成するか

早瀬昇著

ミネルヴァ書房
ダイヤモンド社

中原淳・長岡健著

地域の食文化を考える／実践的自治会町内会論
かに NPO センター

財団法人

日本宝くじ協会

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！

とうかい発達障がい共助会

◆◆

◆◆

情報交換・支援研究（大人当事者向け）

◆◆

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。

時：11 月 25 日（日）14：00 ～ 17：30
平成 31 年 1 月 20 日（日）
場 所：かに NPO センター
参加費：無料
日

【主 催】 一般社団法人ルーナノヴァ
【問合せ】 0574-62-7971

日 時：12 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

※毎月開催中（原則第 3 日曜日）

◆◆

防災カフェ

生涯学習セミナー（青年＆キッズ） ◆◆

青年：その思い誰のためですか！皆で幸せになる方法
キッズ：自分の気持ち大切にするって損かな、得かな
月 日：11 月 25 日（日）10：00 ～ 15：00
場 所 ： 中恵土地区センター 1 階会議室
参加費：1000 円 （キッズは無料）
※昼食をご用意します。
※託児しますので親子でご参加ください。
【主 催】 公益社団法人モラロジー研究所
【運 営】 可児モラロジー事務所
【問合せ】 090-2777-7253（安江）
090-1783-2023（安江）

◆◆

みんなでうたおう︕歌声サロン

◆◆

クリスマスハッピー歌声サロン
月 日：12 月 15 日（土）
時 間：14：00 ～
場 所 ： 広見地区センター
参加費：1000 円
【主 催】 ハッピー歌声サロン
【問合せ】 090-8541-7261（岡崎）

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。
かに NPO センター

～ 11月市民活動カレンダー ～
月曜日

火曜日

29

水曜日

30

木曜日

31

金曜日

01

土曜日

02

11月1～30日 子育て健康プラザ mano

◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
今渡地区センター

06
◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
桜ヶ丘地区センター

12
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
今渡地区センター

◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
13:00～15:00
帷子地区センター

19
◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
今渡地区センター

20
◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
桜ヶ丘地区センター

26
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
今渡地区センター

07
◆コネットひろば
10:00～14:00
福祉センター 1F

13

27

03

04

◆おもちゃ病院
9:00～11:00
福祉センター
◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
今渡地区センター
◆IT寺子屋
10:00～12:00
かにNPOセンター

◆こども虐待防止関連書籍展

05

日曜日

08

09

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

14

16

◆生涯学習かに
パソコン楽習会
9:30～11:30
ゆとりピア

◆「わたし生きてていい
のかな」上映会
10:00～11:30
子育て健康プラザ

28

11

◆IT寺子屋
10:00～12:00
かにNPOセンター
◆さといも塾
親子いも掘り体験
10:00～11:30
アーラ近郊実習畑

15

21

10

22
◆IT寺子屋
10:00～12:00
13:30～15:30
かにNPOセンタ―

29

◆コネットひろば
10:00～14:00
福祉センター 1F
◆ツキイチマルシェ
10:00～13:00
子育て健康プラザ
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
13:00～15:00
帷子地区センター

23

17

18

◆かにNPOフェスタ
10:00～15:00
福祉センター
◆おもちゃ病院
かにNPOフェスタ

24

◆愛岐ケ丘ﾐｭｰｼﾞｯｸｻ
ﾛﾝ
みんなで唄う音楽会
13:30～15:00
愛岐ケ丘集会所

◆おもちゃ病院
9:30～12:00
中央児童センター
◆IT寺子屋
10:00～12:00
かにNPOセンタ―
◆「わたし生きてていい
のかな」上映会
①14:00②18:30
子育て健康プラザ

30

01

25
◆モラロジー研究所
10:00～15:00
中恵土地区センター
◆とうかい発達障がい
共助会
14:00～17:30
かにNPOセンター

02

◆かにNPOフェスタ
11月17日（土）10:00～15:00
可児市福祉センター
・子どもお仕事体験・スタンプラリー
・バザー・パネル展示 など

各イベントに関しての問合せ・申込み
◆かにNPOフェスタ・コネットひろば 0574-60-1222 かにNPOセンタ―
◆防災カフェ・ツキイチマルシェ・「わたし生きてていいのかな」上映会 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
◆とうかい発達障がい共助会 0574-62-7971 担当 立松さん
◆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
◆さといも塾 いも掘り体験 090-7047-0810 担当 加藤さん
◆モラロジー研究所 可児モラロジー事務所 090-2925-1103 担当 山田さん
◆おもちゃ病院かに 090-5102-6163 担当 葛山さん
※詳細は主催団体に問合せて確認してください

かにNPOセンター

助成金情報
清流の国ぎふ地域活動支援事業

2019 年度助成

実施団体 岐阜県
URL http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shinrin/
chisan/11519/11513/kankyouzei.html
問合せ 清流の国ぎふ森林・環境税活用
サポート窓口
電 話：058-272-8472 / FAX：058-278-2702
mail： c11513@pref.gifu.lg.jp
募集期間 ～ 12 月 7 日
助成趣旨 県民が森や川の公益的機能により多くの
恩恵を受けていることから、
一人ひとりが森づくり・
川づくりの重要性について理解と関心を高め、県民
共有の財産である森や川を社会全体で支えていく森
づくりや川づくりを促進する必要があります。
そのため、県では、
「清流の国ぎふ森林・環境税」
を活用し、県民の皆さんが自ら実行する森林づくり
や川づくり、水環境等の環境保全活動を募集し、採
択された活動に対して活動費を助成しています。
助成対象
対象となる地域活動事業
（１）県民参画を促進する森づくり・川づくりの
活動
（２）水環境や生物多様性の保全を目指す活動
（３）子どもたちのための森づくり・川づくりの
活動
助成金額

10 ～ 200 万円

公財）大阪コミュニティ財団（及び、様々
な団体による基金）
URL http://www.osaka-community.or.jp/contents/
grant/grant_guide.htm
問合せ 〒 540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8
大阪商工会議所 5 階
公益財団法人 大阪コミュニティ財団 事務局
電話：06-6944-6260
FAX：06-6944-6261
mail:：info@osaka-community.or.jp
募集期間 11 月 30 日
対象事業 大阪コミュニティ財団は、1991 年 11
月に設立されて以来、一般市民や企業・団体から
の「志」のこもったご寄付を、名前を付けた基金の
実施団体

かたちでお受けし、そのお志に沿った活動を行って
おられる団体等に助成してまいりました。 このた
び、大阪コミュ二ティ財団に設置されている基金の
うち、2019 年度助成（2019 年 4 月支給）を公募
する基金と金額が決定し、募集を開始することにな
りました。助成をご希望の方は、本ガイドを参照の
うえ、申請をお願いいたします。
いろいろな分野で、社会貢献活動に真摯に取り組ん
でおられる皆様からの多数の応募をお待ちしており
ます。
1 年以上の活動実績を有する非営利団体が、2019
年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの間に、実
施を予定している公益に資する事業。
助成金額 「助成する基金の種類・分野・助成金額」
（申請者のためのガイド 6 ページ以降に掲載）に示
されている分野ごとに助成できる金額を上限としま
す。

【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 ★★
映画上映会が続きます。10 月に「隣る人」「ソニータ」11 月に入って「わたし、生きてていいのかな」
と続きます。まだ決定していませんが、12 月にも上映したい映画があります。言語情報で伝わるのは７％、
聴覚情報が 38％、視覚情報では 55％（メラビアンの法則）とも言われます。伝えたい想い、知って欲し
い現実を映像で観た後に、溢れてくる想いをシェアする。そんな社会派映画の上映会をゆっくりと続けて
いきたいと思っています。
（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
かに NPO センター

