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講座・イベント一覧

2019 年 1 月～ 3 月の予定
SDGs 交流会

2月

SDGs を考える上で大切なのは、まずは知ること、

17 の目標と自分のつながりを考ること、その上で自
分にできる行動をすること。

今年度取り組んできた SDGs に関わる事業を振り返り

ながら、自分たちが普段行っている活動が、すでに
SDGs に繋がっていることを実感できるような場を考

えています。以前行って好評だったゲームも開催でき
るよう日程を調整中。前回、ゲームに参加したかった
のにできなかった方、今回はご参加ください。

会計講座

決算編

2 月又は 3 月

毎年恒例の会計決算講座。今年も開催予定です。毎
年参加している方も、今年初めて会計担当になって何
もわからないという方も、ご参加お待ちしています。
NPO 法人会計が中心の内容ですが、毎年社団法人
や事業者の方も参加されています。

まちづくり助成金報告会

今年度まちづくり活動助成受託事業

3月

可児市まちづくり活動助成金を受託して１年間活動し
た団体の報告会です。次は助成金を受けたいと考えて
いる方には、審査委員の方の講評はとても参考になる
と思います。どなたでもご覧いただけます。

・クリスマスコンサート 2018
・昭和のあそびパーク
・可児のお宝めぐり
・かにママ

ふたごちゃん・みつごちゃん

子育て教室事業

・地域防災力強化事業
・青少年育成事業

～みんなで作ろう

秘密基地キャンプ

・可児魅力創出イベント 「巨大七草鍋とかまくら」

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

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
11 月 17 日、かに NPO フェスタ＆子どもお仕事体

験を可児市福祉センターで開催しました。お天気にも
恵まれて約 800 名の方にご来場いただきました。

今年の特徴は体験ブースが多かったこと。来場され

た方に楽しみながら活動内容を知ってもらえるよう、
出展者が様々に工夫を凝らしてブースで交流をしてい
ただきました。

今年のテーマは SDGs 。チョコレートやスマホなど

身近な物が、原材料の製造現場では世界の課題に直結

していることが感じられるパネル展示や、出展者の
ブースに活動に関連する目標を貼ってもらう展示もお

可児市福祉センター

会議所が来年度事業に SDGs を取り入れらるという事

で、SDGs が会場のあちこちで話題に上がったのは嬉
しい出来事でした。

2 階で行われた「子どもお仕事体験」は、（一社）

可児青年会議所、可児市商工会議所青年部の協力によ

り、多くの子ども達が地元の仕事体験を楽しみました。
また、会場ボランティアとして蘇南中学校の生徒が

活躍してくれました。

ご来場くださったみなさん、出展者のみなさん、ボ

ランティアのみなさん、ありがとうございました。

こないました。今回お仕事体験で協力して頂いた青年

映画『ソニータ』上映会
10 月 27 日（土）① 14：00 ～② 18：30 ～

可児市文化創造センター

「国際ガールズ・デー」は、「女の子の権利」や「女

の子のエンパワーメント※」の促進を、広く国際社会
に呼びかける日。プラン・インターナショナルの働き
かけを受けて、国連によって定められました。

このキャンペーンの一環として全国で上映会が行わ

れたのが『ソニータ』です。早すぎる結婚の現状とそ
の及ぼす影響を描いたドキュメンタリーですが、それ
を考えることによって、女性の自立や教育、そしてジェ
ンダーなどに考えが及びます。

今年から SDGs に取り組んでいる NPO センターで

は、この映画を SDGs の目標４（質の高い教育をみん

なに）、目標５（ジェンダー平等を実現しよう）交流

※

も行いました。

り組むため、2008 年に国連によって制定されました。

会として、映画鑑賞後に SDGs の説明や感想シェア会

11 月 25 日 は「 女 性 に 対 す る 暴 力 撤 廃 の 国 際

デー」。女性に対するあらゆる形態の暴力の撤廃に取

かに NPO センター

研修報告：市民セクター全国大会 2018 ～市民社会の広がりと新たな挑戦～
11 月 22・23 日
11 月 22 日 ( 木 ) ～ 23 日 ( 金 )

東京で開催された

日本 NPO センター

オープニングでは主催者からの「市民社会はひろ

市民セクター全国会議 2018 年に参加致しました。

がっているのか」という問いと、
「局面によって、広がっ

開催され、社会課題解決と新たな価値創造に取り組む

という仮説、それに対する「では広がり方はこれでい

日本 NPO センター主催のこの全国会議は 2 年に 1 度
全国の NPO や、NPO 支援組織、企業、行政などが一
堂に会す会議で、市民社会の創造を目指し、現代社会
が直面する課題や今後あるべき取り組みを議論するも
のです。

今年度のテーマは「市民社会の広がりと新たな挑

戦」。NPO 法制定から 20 年、市民活動はある程度社

会に定着してきた一方、「誰もが人生に不安を感じる

ているともいえるし、狭まっているともいえるのでは」
いのか？狭まっている部分にどう対応するのか？」と

いうさらなる問いが出され 2 日間の会議がスタート。
今回は sli.do というウエブサイトに参加者が問いや意
見をどんどん書き込みながらそれを共有し、議論を深
めていくという ICT を活用した新しいスタイルで進行
されました。

多様化した社会課題の解決に向け、共感、当事者意

社会」といえる現代、われわれ市民セクター（NPO

識をもとに多様な人、組織が関心を持ち主体的に活動

協同組合、地縁組織など社会課題解決に取り組む幅広

と。そういった取り組みを通して社会に新しい価値を

法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般法人、
い社会を含める）に求められる役割は何か？
能な社会に変革するためには？などを

持続可

「協働・評価・参加・基盤・地域」をキーワードに、
15 の分科会に分かれ、全国の活動事例や手法から学
び、対話し理解を深めた 2 日間でした。

へ参加をし、その活動（取り組み）が持続的であるこ
創出することが我々の役割です。

かに NPO センターでは、今後も地域課題を数値で

とらえる数字カフェや、地域を知るフィールドワーク、
世界と自分の暮らしの関わりを学ぶ SDGs 交流会、個
人や団体の力を最大化するワークショップなどを定期
的に開催し、地域で活動する人や組織のつながりやひ
ろがりを支援していきたいと考えています。

児童虐待防止推進月間（11 月）に関わる取り組み
10 月～ 11 月 子育て健康プラザ mano、可児市文化創造センター
11 月の「児童虐待防止推進月間」向けて可児市

知る・考えるの次は、現実を変えるための行動です。

「市民支援室（可児市子育て健康プラザ mano 内）」の

元に、次にどう行動するのかを考えていきたいと思っ

NPO 協会が運営している「かに NPO センター」及び
２つの施設で、様々な活動に取り組んできました。

・岐阜オレンジリボンたすきリレー（10/28）

映画会などでいただいた皆さんからの沢山のご意見を
ています。一緒に考え行動して下さる方を募集中です。

・こども虐待防止パネル展（11/1 ～ 11/30）
・『隣る人』上映会（10/20、22）

・『わたし、生きてていいのかな』上映会（11/21、24）
・児童虐待を理解するための書籍展

まずは、現実を知ってもうらこと、その上で今の自分
に何ができるか考えてもうらうこと、を目的にしてい
ます。

新 着 図 書
ガバナンス 11 月号 「現場」起点の自治
ウォロ

10・11 月号

職場のパワハラに NO ！

” 官設民営型 ” 市民活動センターの現状とこれから
かに NPO センター

ぎょうせい
大阪ボランティア協会

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！

クリスマスコンサート 2018

◆◆

◆◆

毎年恒例コンサートとイルミネーション点灯式

◆◆

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。

日 時：12 月 16 日（日）15：00 開演
場 所：可児市文化創造センター 主劇場
入場料：1500 円（小中校生無料）
※未就学児のご入場はご遠慮ください
【主 催】 可児市民第九合唱団
【問合せ】 090-2347-5562（津田）

防災カフェ

日 時：1 月 8 日（火）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】 0574-63-8303

※チケット取扱い
可児市文化創造センター

◆◆

クリスマスアドベント

◆◆

クリスマスに向けて、マーノでたくさんの楽しいイベントを企画します。
マルシェや日替わりワークショップ、ミニ演奏会などを行います。ファミリーで楽しめます。
月 日：12 月 3 日（月）～ 12 月 25 日（火）
場 所 ： 子育て健康プラザ mano なかのひろば
詳細は、Facebook、インスタグラム、などで順次
お知らせしていきます。
【主 催】 市民支援室（子育て健康プラザ内）
【問合せ】 0574-63-8303

日替わりワークショップ
イベントのない平日（10：00 ～ 14：00）
プチマルシェ
12 月 14 日、23 日、25 日（10 時～ 14 時）
ミニ演奏会
ハンドベル演奏 12/23（11 時～）
キョロちゃんライブ 12/25（11 時～）
ツキイチマルシェ 12/18（10 時～ 13 時）
麦の丘パン販売 12/25（11 時～）

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

～ 12月市民活動カレンダー ～
月曜日

火曜日

26

水曜日

27

◆コネットひろば

木曜日

金曜日

28

29

土曜日

30

12月11日(火) 10:00～14:00 クリスマス会 福祉センター

◆防災カフェ④
10:00～11:30
mano 市民支援室

04
◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
桜ケ丘地区センター

10
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
今渡地区センター

05

11

18

13

19

25
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
帷子地区センター

31
年末年始 休館日

01
01

20
◆IT寺子屋
10:00～12:00
13:30～15:30
かにNPOセンタ―

26

14

08

09

27

子育て健康プラザで開催

03
03

12月29日～1月3日

15
◆おもちゃ病院かに
9:30～12:00
かにNPOセンター
◆ハッピー歌声サロン
14:00～16:00
広見地区センター

21
◆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

◆クリスマスアドベント

02
02

02

◆IT寺子屋
10:00～12:00
かにNPOセンター
◆可児真向法体操会
10:00～11:30
帷子地区センター

◆プチマルシェ
10:00～14:00
子育て健康プラザ

◆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
13:00～15:00
桜ケ丘地区センター

24

07

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

◆コネットひろば
10:00～14:00
福祉センター 1F
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
帷子地区センター

17

◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
今渡地区センター

06

12

01
◆おもちゃ病院
9:00～11:00
福祉センター

現役ママスタッフの子育てサロンです。お気軽にどうぞ

03

日曜日

16
◆可児市民第九合唱
団
15:00～17:00
文化創造センター
◆里山クラブ可児
9:00～13:00
我田の森

22

23

◆IT寺子屋
10:00～12:00
かにNPOセンター
◆おもちゃ病院かに
9:30～11:30
兼山児童館
◆可児真向法体操会
10:00～11:30
帷子地区センター

28

29

30

日替わりのワークショップ イベントのない平日
14日(金) プチマルシェ
18日(火)
04ツキイチマルシェ 05

パン販売

23日(日) ハンドベル演奏・プチマルシェ

06

25日(火) キョロちゃんライブ・プチマルシェ

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―
◆防災カフェ・ツキイチマルシェ・クリスマスアドベント 0574-63-8303 mano市民支援室
◆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
◆IT寺子屋 0574-65-8158 担当 ゴロハタさん 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

◆可児真向法体操会 090-7439-4603 担当 小田さん
◆ハッピー歌声サロン 090-8541-7261 担当 岡崎さん
◆可児市民第九合唱団 090-2347-5562 担当 津田さん
◆里山クラブ可児 090-7918-0909 担当 大見さん
※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
2019 年度地域ささえあい助成

2018 年度 経済的困難を抱える
子どもの学び支援活動助成
実施団体 ベネッセこども基金
URL https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/
learningopp_1.html
問合せ 〒 277-0834 千葉県柏市松ヶ崎新田１３
- １ ロジポート北柏３F
ども基金助成事務局
tel：04-7137-2570

㈱グロップ内 ベネッセこ

mail：kodomokikin@grop.co.jp
募集期間 2019 年 1 月 7 日
助成趣旨

日本全国の地域において、経済的な困難

により学びに課題を抱える子どもたちを、その支援
活動に取り組む団体への助成を通して支援します。
ますます複雑化する子どもの課題に対して、自立的
な事業継続や新たな事業へのチャレンジのため、中
長期視点で取り組む事業に対し、複数年（最大３か
年）の助成を行います。
本助成を通して子どもの支援を担う団体自身も成長
し、地域において民間ならではの強みを活かした子
ども支援の取り組みが進むことを目指します。
助成対象 経済的な困難により学びに課題を抱える
子どもたちの意欲を高め、学びに取り組む手助けと
なる事業において、
中長期視点で自立的な事業継続・
発展を目指す取り組みを支援します。
Ａ：現在の事業の自立的な継続・発展のための取り
組み」もしくは「Ｂ：新たな事業の立ち上げ」のい
ずれかで最大３か年の助成を実施します。
助成金額

3 年で 900 万円以内

実施団体 CO･OP 共済
URL http://coopkyosai.coop/about/csr/
socialwelfare/2019.html
問合せ 日本コープ共済生活協同組合連合会
渉外・広報部 地域ささえあい助成事務局宛
TEL：03-6836-1320 / FAX：03-6836-1321
募集期間 2019 年 1 月 31 日
対象事業
1「くらしを守り、くらしの困りごとの解決に資す
る」
例：地域住民による高齢者等への生活支援のコー
ディネート、障がい者の就労支援、震災による避難
者へのカウンセリングの取り組みなど
2「命を守り、その人らしい生き方ができるように
する」
例：病気やケガで治療中の方やそのご家族への治療
に専念できる環境の提供や、治療中における精神面
でのサポートを通して生活の質の向上を目指す取り
組み、病気の予防や早期発見を目的とする啓蒙活動
など
3「女性と子どもが生き生きする」
例：子育てひろばの開設・運営、出産後の再就職や
社会復帰を支援する取り組み、DV 被害者からの相
談を受け付ける活動など
助成金額 100 万円

【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 ★★
先日東京へ出張した折に「変なホテル」に宿泊しました。変なホテルという名前で人よりロボットが多
いと言われています。フロントでは人型ロボットがにこやかに出迎えてくれました。このロボットは挨拶
するだけで何もしません（笑）チェックインは自分でタブレットに入力します。部屋に入るとスマホが備
え付けてあります。スマホをアクティベートすると、ルームキーになったり、テレビ・照明・エアコンの
リモコンになりますが、使わなくても不自由はありません。ロボットの仕事は何だろう。。。。。
（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

