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だよりかにＮＰＯ

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）

かに NPO センター　講座・イベント一覧

SDGs 交流会
～カードゲームで遊びながら世界を学ぼう

日時：2 月 24 日（日）13：30 ～ 16：30
場所：総合会館分室　2 階大会議室

参加費：500 円
ゲームで SDGs の本質を体験します。
　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え、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。

かに NPO センター移転のお知らせ

　移転先：可児市総合会館　2階　　〒 509-0214　可児市広見一丁目 5番地
　（可児市役所前）　

　5月１日　オープン

　移転に伴い会議室の貸出を変更します。
　　第 1会議室　4月１日～使用を中止します。
　　第 2会議室　通常通り使用できます。

※引越しに伴い閉館期間があります。
日程等詳細については決まり次第
お知らせします。



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：1 月 26 日（土）15：00 ～ 16：00
場　所：DOREMI みらい
内　容：
第 1 部　中部学院大学図書館の大野先生のお話
第 2 部　好きな本を紹介しよう
　　　　

【主　催】　NPO法人 DOREMI みらい
【問合せ】　0574-48-81460

かに NPO センター

　◆◆　ビブリオバトル　◆◆

月　日：1 / 26・2 / 9・23・3 /9・23（全 5 回）
時　間：10：00 ～ 12：00
場　所：かに NPO センター
受講料：2,500 円（別途テキスト代 800 円）

【主　催】　NPO 法人 IT 寺子屋
【問合せ】　0574-65-8158（五郎畑）

受付時間 18：00 ～ 21：00

　　　

◆◆　パソコン 土曜教室　◆◆

エクセルの実用
入力が楽な表・自動で日付、曜日が変わる

ビブリオバトルの魅力を
体験しませんか？

「こんな時はどうしたらいいの？」と困ったり大
変だと感じるシチュエーションはありませんか？

臨床支援士からヒントをいただきます。

あなたの防災マストアイテム

日　時：2 月 1 日（金）10：00 ～ 11：30
場　所 ： 子育て健康プラザ mano　市民支援室
参加費：100 円
　　　　※子ども連れで参加も OK です。
　　　　　（託児はありません）
　　

【主　催】    市民支援室
【問合せ】　0574-63-8303

日　時：1月 29 日（火）10：00 ～ 11：30
場　所 ： 子育て健康プラザ mano　市民支援室
　　

【主　催】    市民支援室
【問合せ】　0574-63-8303

◆◆　防災カフェ　◆◆ ◆◆　怒鳴っちゃう私　なんとかしたい︕　◆◆
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
31 01 02 03 04 05 06

◆おもちゃ病院かに
9:00～11:00
福祉センター

07 08 09 10 11 12 13
◆防災カフェ⑤
10:00～11:30
mano市民支援室
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
帷子地区センター

◆コネットひろば
10:00～14:00
福祉センター

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

◆可児真向法体操会
10:00～11:30
帷子地区センター

◆かにNPOセンター
休館日

14 15 16 17 18 19 20
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
今渡地区センター

◆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
13:00～15:00
桜ヶ丘地区センター

◆おもちゃ病院かに
9:30～11:30
かにNPOセンター

◆とうかい発達障がい
共助会
14:00～17:00
かにNPOセンター

21 22 23 24 25 26 27
◆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
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―

◆IT寺子屋
10:00～12:00
かにNPOセンター
◆おもちゃ病院かに
9:30～12:00
帷子児童センター
◆可児真向法体操会
10:00～11:30
帷子地区センター
◆ビブリオバトル
15:00～16:00
DOREMIみらい

28 29 30 31 01 02 03
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
今渡地区センター

◆我が子への声かけ
10:00～11:30
mano市民支援室

◆コネットひろば
10:00～14:00
福祉センター 1F

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・わが子への声かけ　0574-63-8303　mano市民支援室　
◆IT寺子屋　0574-65-8158　担当 ゴロハタさん 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
◆おもちゃ病院かに　090-5102-6163　担当 葛山さん
◆とうかい発達障がい共助会　0574-62-7971　担当 立松さん
◆DOREMIみらい　0574-48-8146　

～１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

年始 休館日 12月29日～1月3日

コネットひろば 10:00～14:00
1月15日（火）・ 30日（水）
可児市福祉センター １階 和室

●防災カフェ 1/8（火）10:00～11:30 参加費 100円
●ツキイチマルシェ 1/22（火）10:00～13:00
●わが子への声かけ 1/29（日）13:30～16:30

かにNPOセンター



助成金情報

連合・愛のカンパ「地域助成」 第２期　助成金の公募

実施団体　連合・愛のカンパ　
URL　https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kizuna/
campa/2019/chiiki.html
問合せ　連合岐阜
〒 500-8163　岐阜市鶴舞町 2-6-7　
　ワークプラザ岐阜 2F
TEL：058-240-6605　FAX：058-240-6571
募集期間　3 月 31 日
助成対象
・大規模災害などの救援・支援活動
・戦争や紛争による難民救済などの活動
・人権救済活動　・地球環境保全活動
・ハンディキャップをもった人たちの活動
・教育・文化などの子どもの健全育成活動
・医療・福祉関係などの活動
・地域コミュニティー活動（レクリエーション活動
を除く）
・生活困窮者の自立支援活動
応募対象・資格要件
・連合組合員およびその家族、あるいは退職者が、
積極的に NPO 等の運営に参加している団体が行う、
もしくは地方連合会が日常的な活動で連携している
NPO 等の団体が行う事業・プログラムとし、地方
連合会の推薦があること。
・地域や海外ネットワークでの支援体制がある
NGO・NPO 団体等で信頼度も高く、安心して助成
金や支援物資を託せる団体とし、社団・財団・社会
福祉・医療・学校・宗教の法人ではないこと。
助成金額　上限なし

【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

平成 30 年も残りあと僅かとなりました。今年一年間の皆様のご協力に心より感謝致します。今年は特に
「えすでぃーじーず、えすでぃーじーず」と叫んで ( 笑 ) 来たように思いますが、少しでも皆様の脳内に残っ
ていれば嬉しいです。残っていない方も、うるさいわい！とお思いの方もぜひ 2/24（日）のゲーム交流
会にお越し下さい ( 笑 )。来年、元号が変わるという日に、かに NPO センターも新たな場所でスタートを
切ることになりました。場所が変わりましても、今まで同様どうぞよろしくお願い申し上げます。　（g）

かに NPO センター

実施団体　公益財団法人 あすなろ福祉財団
URL　https://www.asunaro-zaidan.or.jp/subsidy/
index.html
問合せ　 
Email. info@asunaro-zaidan.or.jp
お電話でのお問合せ等には、ご対応できませんので
メールにてご質問等をお願いします。
数日中にメールでご回答申し上げます。
募集期間　1 月 31 日
助成対象領域
領域Ⅰ . 障がい者の自立及び社会参加に関する活動
領域Ⅱ . 障がい福祉サービス事業所等の設備整備及
び環境改善
領域Ⅲ . 障がい者の文化・芸術・スポーツの振興の
ための諸活動
助成内容及び助成金額

（1）助成金額と助成対象金額
領域Ⅰ １０万円～３００万円
障がい者の自立及び社会参加に結びつく新規事業や
既存事業の拡充・サービス向上に必要な費用のうち
物品費及び人件費
領域Ⅱ １０万円～４００万円
福祉事業活動に直接必要なもので、環境整備のため
の設備・機器等の購入または改修等の工事費用、福
祉関係ソフト費用など
領域Ⅲ １０万円～２００万円
障がい者の文化・芸術・スポーツの振興のための創
造活動及び体験機会の拡充にかかる費用




