つなげよう・ひろげよう・ＮＰＯのわ

か に ＮＰＯ だ よ り

NO.196

平成 31 年 1 月 25 日発行
かに NPO センター

講座・イベント一覧

まちづくり活動助成事業報告会
月

日：3 月 16 日（土）

場

所：総合会館分室

時

会計講座～決算・報告編
＜第 1 回＞
日

間：10：00 〜 12：00

内

時：3 月 16 日（土）13：30 〜 15：30

２階大会議室

2018 年度に助成事業を行った団体の活動報告会で

す。地域で活動している団体の様子を知りたい方、来

貸借対象表、財産目録、注記など

＜第 2 回＞
日

時：3 月 23 日（土）13：30 〜 15：30

内

年度助成金を申請したいと考えている方、地域課題に
関心のある方、どなたでもご参加いただけます。
2018 年度まちづくり活動助成金受託事業

容：会計書類、活動計算書、管理費と事業費、

容：決算の手順、出納帳から試算表へ、
会計ソフト、決算調整項目など
事例を元に演習など

・クリスマスコンサート

場

・可児のお宝めぐり

参加費：500 円 / 回

講

・昭和のあそびパーク

定

・地域防災力強化事業
・かにママ

ふたごちゃん・みつごちゃん

〜みんなで作ろう

第 1 会議室（１階）

師：田島宏美さん（田島会計事務所）
員：20 名 / 回

※ 事業者の方もご参加いただけますが、NPO 法人会

子育て教室事業

・青少年育成事業

所：総合会館分室

計が中心の内容になります。申込み多数の場合は、市

秘密基地キャンプ

・可児魅力創出イベント〜巨大七草粥とかまくら

民活動団体の方を優先します。

かに NPO センター移転のお知らせ
移転先：可児市総合会館

（可児市役所前）

5 月１日

2階

〒 509-0214

可児市広見一丁目 5 番地

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
第 2 会議室

4 月１日〜使用を中止します。
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。

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

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！

パソコン 木曜教室

◆◆

◆◆

午前・午後、時間を選んで受講
Word・Excel を中心に自習形式で学習します。
月 日：2 / 14・2 / 28・3 / 14・3 / 28
時 間：① 10：00 〜 12：00 ② 13：30 〜 15：30
場 所：かに NPO センター
受講料：500 円 / 回（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）

◆◆

防災カフェ

NPO のための
ロジックモデルセミナー＆交流会

◆◆

日 時：２月 20 日（水）13：30 〜 16：30
場 所：とうしん学びの丘エール
内 容：NPO 運営に必要なロジックモデルを知っ
て、自分たちの事業の成果を可視化する方法を知
る。
【主 催】 とうしん地域活力研究所 NPO 支援課
【問合せ】 0572-28-3021

◆◆

◆◆

あなたの防災マストアイテム
日 時：3 月 6 日（水）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）

怒鳴っちゃう私 なんとかしたい︕

◆◆

「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。
日 時：2 月 19 日（火）10：00 ～ 11：30
場 所 ： 子育て健康プラザ mano 市民支援室
対 象：未就学のお子さんを持つお母さん
【主 催】 市民支援室
【問合せ】 0574-63-8303

【主 催】 市民支援室
【問合せ】 0574-63-8303

新着図書
ガバナンス 1 月号

平成時代の自治体職員

ウォロ 12・1 月号

支援団体とボランティアが支える災害時のスペシャルニーズ

まちむら

144

自治体オフィスの改革＆活用を考える

食品ロス削減とフードドライブへの取り組み

ぎょうせい
大阪ボランティア協会
財団法人日本宝くじ協会

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

～２月市民活動カレンダー ～
月曜日

火曜日

28

水曜日

29

木曜日

30

●SDGs カードゲームで遊びながら世界を学ぼう！

金曜日

31

01
◆防災カフェ⑥
10:00～11:30
mano市民支援室

2月24日（日）13:30～16:30
総合会館分室 2階 大会議室

土曜日

申込開始 2/4

日曜日

02

03

◆おもちゃ病院かに
9:00～11:00
福祉センター

参加費 500円（開始時間に来れる方）

04

05
◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
桜ヶ丘地区センター

11
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
今渡地区センター

12

19
◆我が子への声かけ
10:00～11:30
mano市民支援室
◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
桜ヶ丘地区センター

25

26
◆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

07

08

◆コネットひろば
10:00～14:00
福祉センター 和室1

09

10

◆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

13

◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
帷子地区センター

18

◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
今渡地区センター

06

14

15

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

20

◆おもちゃ病院かに
9:30～11:30
かにNPOセンター

21

◆コネットひろば
10:00～14:00
福祉センター 和室1

22
◆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

27

16

28
◆IT寺子屋
10:00～12:00
13:30～15:30
かにNPOセンタ―

01

17
◆とうかい発達障がい
共助会
14:00～17:00
かにNPOセンター

23
◆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センター
◆可児真向法体操会
10:00～11:30
帷子地区センター

24
◆SDGsカードゲーム
13:30～16:30
かにNPOセンター
◆おもちゃ病院かに
9:00～16:00
広見地区センター

02

03

●まちづくり活動助成事業報告会
3月16日（土）10:00～12:00
総合会館分室 2階 大会議室
●会計講座 決算・報告編

500円/回

3月16日・ 23日（土）13:30～15:30
総合会館分室 第1会議室

各イベントに関しての問合せ・申込み

◆コネットひろば・SDGs カードゲーム・助成金報告会・会計講座 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
◆とうかい発達障がい共助会 0574-62-7971 担当 立松さん
◆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 090-5609-4426 担当大石さん
※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
東海ろうきん NPO 育成助成事業
実施団体

東海労働金庫／一般財団法人中部圏地域

創造ファンド
URL http://www.crcdf.or.jp/
問合せ e-mail：crcdf@crcdf.or.jp
FAX 052-228-0360
募集期間 2 月 28 日
助成対象
Ａ 新規事業創出部門（10 件程度）
新しく活動を始める場合や新しい課題に取り組む
ことを支援
Ｂ 事業の継続発展部門（4 件程度）
事業の継続発展を支援
Ｃ 組織強化部門（3 件程度）
事業の展開や変化に対応して組織強化に取り組む
ことを支援
応募対象・資格要件
（1）3 部門に共通する事項
①ＮＰＯ等の民間非営利団体であること。法人格の
種類や有無を問いません。
②東海３県に事務所を置き、活動の場としている団
体であること。
③東海労働金庫に助成金受取口座を開設、もしくは
開設できること。
（2）部門ごとに異なる事項
AB 共通事項
設立３年以上、財政規模 500 万円以上、専従者
１名以上又はこれに匹敵する団体。

助成の対象活動
（1）3 部門に共通する事項
①応募の申請は、1 団体につき 1 活動（事業）とする。
②対象活動は、地域や社会の課題解決のための公益目
的にかなうものであり、以下のいずれかの分野に該当
するものであること。
＜分野：活動（事業）の内容＞
ひとづくり：未来を担う子供や若者たちが、個性豊か
に成⾧し、自立した個人として地域で行う活動（事業）
など
まちづくり：生活の場として居心地や商店街などを魅
力的な空間とし、自然や歴史を生かした住みよい地域
環境をつくる活動（事業）など
くらしづくり：地域に生きる人が、ハンディや障害な
どの有無や年齢にかかわらず、地域社会に積極的に係
わり、安心し自立した生活を実現するための活動（事
業）など
③活動実施する地域は、東海３県をベースにしたもの
である必要があります。
（2）部門ごとに異なる事項
ABC それぞれに条件があるので、詳細は募集要項を
よく確認してください。
助成金額
A 事業 30 万円
B 事業 100 万円
C 事業 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 ★★
インフルエンザが猛威を振るっていますが、みなさま体調はいかがでしょうか。緑茶や紅茶などを頻繁
に飲むといいといわれていますが、高齢の方には誤嚥性肺炎が怖いよね～、とのスタッフ間の会話で出て
きたのが「とろみ剤」。成分を調べてみると、第一、第二世代のデンプン系中心だったものから、現在は
第三世代といわれ、キサンタンガムやデキストリン、増粘安定剤を使用したものが代表的だそうです。「ダ
マができず、ベタツキ感がない」「透明度の高い飲み物に使っても白濁しない」「唾液の影響が全くない」
などとメリットが多く介護食用に使用するには最も適当だとか。ちなみに、同じとろみといって私が思い
ついたのは「片栗粉」。でもね「誤嚥の危険性を高める」そうで、やっぱりだめだそうです～。気をつけよ～。
（g）
【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

