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    平成 31 年 3 月 25 日発行4 月休館日　26 日 ( 金 ) ～ 30 日 ( 月 )

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

可児市まちづくり活動助成事業説明会

まちづくり活動助成事業　申請受付期間

期　間：4月 1日（土）～ 5月 10日（金）
　　　　17：00〆切（必着）
提出先：かにNPOセンター
　※移転のための休館日があります。
　　5月 1日以降、所在地が変わります。
　　下記参照

平成 31 年度まちづくり活動助成事業

市民のみなさんが、住みよい地域社会の形成を目指
して自発的かつ自立的に行う営利を目的としない社
会貢献活動に対して助成します。

◆まちづくりスタート助成
対象活動　これからまちづくり活動を始めようとし
ている団体が行う調査・研究活動
助成額　対象経費の１/2以内（上限 5万円）
　※一つの団体につき連続２回まで

◆まちづくり活動助成
対象活動　「みんなが楽しむ」ことから始まる、可
児市を元気にするまちづくり活動に対して助成しま
す。
助成額　対象経費の 1/2 以内（上限 20万円）
　※一つの事業につき通算３回まで

月　日：４月 1日（月）
時　間：13：30～
場　所：かにNPOセンター

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　4月 21日～使用を中止します。

※引越しに伴う閉館期間
　4月 26日（金）～ 30日（火）



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：4 月 21 日（日）11:00 ～ 12:00
場　所：犬山継鹿尾観音　寂光院
内　容：オカリナとギターの演奏
　　　　ケーナ・サンポーニャ
　　　　ボンボ・チャランゴによる演奏
　　　　

【主 催】　犬山寂光院、シシ丸王国
　　　　　寺子屋とことん塾

【問合せ】　0574-65-2282（加藤）

かに NPO センター

◆◆　清々しいコンサート　◆◆

月　日：4 月 22 日（月）10:00 ～ 14:00
場　所：子育て健康プラザ mano なかのひろば
参加費：500 円

【主 催】　はなそば
【問合せ】 norinappu@gmail.com
　　　　　

◆◆　プチマルシェ　by　はなそば　◆◆

はじめてさんが作る布ナプキン 春のそよ風に…心を癒されるひと時を

日　時：5 月 1 日～ 31 日
場　所：子育て健康プラザ mano
入場無料：
　　内容によって有料ブースもあります
　　　　

【主　催】    市民支援室
【問合せ】 0574-63-8303

※内容は予告なく変更になる場合があります。

現在決まっている行事
　5 月 8 日　防災クッキング
　5 月 10 日　ママのためのリフレッシュヨガ
　5 月 13 日　はなそば布ナプワークショップ
　5 月 16 日　いろもあ～いろどりフェスタ
　5 月 17 日　ダブルケアカフェ
　5 月 20 日　防災クッキング
　5 月 23 日　はなそば布ナプワークショップ
　5 月 30 日　ツキイチマルシェ
他にもミニワークショップなど企画していきます。

◆◆　mano開館 1周年ありがとう月間　◆◆

新 着 図 書
ガバナンス３月号  ベテラン職員の役割とモチベーション

ウォロ　2・3 月号　市民活動助成金の今　西日本豪雨災害ボランティア 高校生が大活躍

まちむら　145　震災から 8 年　力を合わせて生きがいのある地域づくり

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



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
01 02 03 04 05 06 07

◆助成金説明会
13:30～1５:30
かにNPOセンター
◆防災カフェ
 防災ピクニック
10:00～13:00
子育て健康プラザ

◆コネットひろば
10:00～14:00
福祉センター
◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
桜ヶ丘地区センター

◆かにNPOセンター
選挙のため休館
◆おもちゃ病院かに
9:00～11:00
福祉センター

◆かにNPOセンター
選挙のため休館

08 09 10 11 12 13 14
◆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
帷子地区センター

15 16 17 18 19 20 21
◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
桜ヶ丘地区センター

◆可児郡八十八ヶ所
8:40～17:20
広見地区センター
◆おもちゃ病院かに
9:30～11:30
かにNPOセンター

◆可児郡八十八ヶ所
8:40～17:20
広見地区センター

22 23 24 25 26 27 28
◆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
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
帷子地区センター

◆愛岐ケ丘ﾐｭｰｼﾞｯｸｻ
ﾛﾝ
13:30～15:00
愛岐ケ丘集会所

◆おもちゃ病院かに
9:30～11:30
兼山児童館
◆里山クラブ可児
9:00～13:00
我田の森（久々利）

29 30 01 02 03 04 05

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　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
◆可児郡八十八ヶ所実行委員会　090-5875-8002　担当 鬼木さん
◆里山クラブ可児　090-7918-0909　担当 大見さん
◆おもちゃ病院かに　090-5102-6163　担当 葛山さん

～４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

●かにNPOセンター 移転のため休館
4月26日（金）～ 30日（火）

かにNPOセンター 移転のため休館 4月26日～30日

休館 4月26日～30日

コネットひろば 10:00～14:00
4月2日（火）午前 親子ヨガ ・ 23日（火）
可児市福祉センター １階 和室

かにNPOセンター



助成金情報

第 36 回 (2019 年度 ) 老後を豊かに
するボランティア活動資金助成事業

2019 年度　高齢社会助成
／地域福祉チャレンジ活動助成

実施団体　（公財）みずほ教育福祉財団
URL　http://www.mizuho-ewf.or.jp/appli1.html
問合せ　みずほ教育福祉財団 福祉事業部
TEL：03-3596-4532、FAX：03-3596-3574
E-mail： FJP36105@nifty.com
募集期間　5 月 24 日
内容　高齢化社会を迎え、高齢者が住みなれた街で
安心して生活するための、地域住民・ボランティア
による主体的かつ活発な福祉活動に対するニーズ
が、一段と高まっています。本助成事業は、高れい
でゃを主な対象として活動するボランティアグルー
プおよび地域共生社会の実現につながる活動を行っ
ている高齢者中心のボランティアグループに対し、
活動において継続的に使用する用具・機器類の取得
資金を助成します。
応募対象・資格要件
①登録ボランティアスタッフ数：10 人～ 50 人程度。
②グループ結成以来の活動実績：2 年以上（2019
年 3 月末時点）。
2）対象外となるグループ
①法人格を有する団体（特定非営利活動法人など）
およびその内部機関。
②老人クラブおよびその内部機関。
③自治会・町内会およびその内部機関。
助成金額　10 万円

実施団体　（公財）日本生命財団（ニッセイ財団）
URL　http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/
kourei/02.html
問合せ　〒 541-0042 大阪市中央区今橋 3-1-7 日
本生命今橋ビル 4 Ｆ
ニッセイ財団 高齢社会助成 事務局
ＴＥＬ 06-6204-4013 ＦＡＸ 06-6204-0120　
募集期間　5 月 31 日
助成の対象活動　地域包括ケアシステムの展開、そ
して深化につながる次の４つのテーマのいずれかに
該当する活動です。 
1. 認知症 (「若年性認知症」を含む ) の人の地域で
の生活を支えるチャレンジ活動 ( 本財団恒久分野 )
2. 福祉サービスの開発と起業化に向けてのチャレ
ンジ活動 ( 独自財源づくりを含む )
3. インフォーマルサービスとフォーマルサービス
の連携によるケアリング
　コミュニティづくりに貢献するチャレンジ活動
4. 医療・介護・福祉・保健の地域包括ケアを実現
するためのチャレンジ活動
対象団体　①助成テーマにチャレンジする意欲があ
る団体
②他の団体・機関、住民組織等と協働で活動する団
体 ( 活動の運営組織の構成員に申請団体以外のメン
バーが参加していること。)
助成金額　200 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

　NPO センターの引越しに伴い、資料の整理をしていく中で見つけた H24 年（2012 年）5 月号の NPO
だよりの編集後記には「金環日食」の話題が。もう懐かしくも感じますが、2012 年 5 月 21 日の空に現
れたゴールドリングの美しさに、日本中で感嘆の声があがりました。　
さて、その当時に作られたホームページを見てみると、次回日本で見られる金環日食は『2030 年 6 月 1
日　北海道で観察できる』と書かれていました。ずいぶん先のことだと当時は思っていましたが、あと
11 年。元号がかわり、東京オリンピックがあり・・・。その 2030 年までに、SDGs がめざす、「だれひ
とり取り残さない世界」に少しでも近づいた日本の空で「金環日食」のゴールドリングが輝くことを願っ
てやみません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（G）

かに NPO センター


