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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）

【 助成金のための会計講座 】
　日　時：６月 8 日（金）　13：30 ～ 15：30
　場　所：かに NPO センター
　参加費：500 円
　内　容：助成金会計に必要なこと
　　　　　会計の初歩の初歩
　　　　　（会計の土台、領収書の保管など）

【 カードゲームで遊びながら
　　　　　　　　　　世界を学ぼう！】
　日　時：6 月 10 日（日）　13：30 ～ 16：30
　場　所：かに NPO センター
　参加費：500 円
　内　容：SDGs の本質をゲームで体験します。
　「なぜ SDGs が私たちの世界に必要なのか」、そし　
　て「それがあることによってどんな変化や可能性
　があるのか」を体験的に理解していきます。

【 キャリスタ 2018　参加者募集 】
　応募〆切：6 月 10 日（日）
　提出場所：かに NPO センター

キャリスタは、子どもたちの「チャレンジしたい！」
を応援するプログラムです。大人サポーターは応援
はしますが、お手伝いはしません。知らない人に電
話を掛けるのも、うまくいかなかった時に、次にど
うしたらいいか考えるのも、自分です。
一番大切にしているのは、試行錯誤しながら目標に
向かっていくプロセスです。

かに NPO センター　講座・イベント一覧

- - - - - - ・ ・ ・ - - - - - - ・ ・ ・ - - - - - -

- - - - - - ・ ・ ・ - - - - - - ・ ・ ・ - - - - - -



かに NPO センター

「数字でカフェ」シリーズ第 2 弾のテーマは『防災』
　南海トラフが起きた場合の可児市の被害想定（建物
被害及び人的被害）の数値と可児市の避難所～備蓄品
の数値、救急車の数などを眺めながら、参加者同士の
意見交換を行いました。
　特にトイレの問題を痛感した参加者が多く、仮設ト
イレの少なさと共に「備蓄の簡易トイレも到底市民に
行き渡らないよね、各家庭で用意しよう！」

「トイレも流してはダメだという認識を持っている人
が意外に少ないのかもしれない」など、改めて個人個
人の「防災」のありようについて、新たな気付きがあっ
たようでした。

　職業、性別、国籍も多様な参加者が集う場になった
ことで、それぞれの立場で見えてくる防災の観点の違
いなどをシェアするうちに、「もっと身近なもので防
災グッズが代用できるんだよ」「定期的に防災袋を持
ち寄って確認する日をつくろう」など様々なアイデア
も出てきました。
　トークの中では、
　　①一か月以内にすること
　　②今日中にすること
をそれぞれ宣言。自助、自ら行動することの大切さを
認識、共有できた時間となりました。

　かに NPO だよりでは、「数字でみる可児市」をシリー
ズで掲載しており、現在 9 回まで続いています（平
成 29 年 11 月号）
　取り上げている数字は、可児市、岐阜県、国などが
公開している統計資料を使っています。統計資料は誰
でも閲覧することができますが、その内容について詳
しく知っている人は少ないのではないでしょうか。
　地域の課題を考える時、課題の①分解②分離③根拠
④背景やつながりを見極めることが重要です。そのた
めに思い込みや決めつけではなく、事実としての根拠
をどこに求めるのかと考えた時、まずは統計数字とい
う「具体的な事実」を地域の現象として認識すること
から始めてみようというのが「数字でみる可児市」で
す。

　数字でカフェは、その統計数字をわかりやすく説明
する時間をとります。その上で、ワールドカフェ形式
という気軽な雰囲気の中で、テーマに沿っておしゃべ
りをします。多様な方々の参加があるので、自分の視
点とは違う人との対話の中で、新たな気づきが得られ
ることもあり、ワールドカフェが終わった後の「場外
カフェ」で盛り上がることもじばしばです。
　今後も「数字でみる可児市」と「数字でカフェ」を
よろしくお願いいたします。
　

数字でカフェ～防災　4 月 22 日（日）13：30 ～ 16：30　かに NPO センター

数字でカフェとは・・・



 新 着 図 書

ガバナンス　４月号～自治体職員の魅力をどう高めるか

あなたの経験をみんなの学びに～共に考える講座のつくり方

” 智恵の縁 ” をつなぐマガジン『地産地縁』VOL.01 ～対話の場の必要性と可能性

” 智恵の縁 ” をつなぐマガジン『地産地縁』VOL.02 ～ビジネスの現場でワークショップを活用する

” 智恵の縁 ” をつなぐマガジン『地産地縁』VOL.03 ～起業家を育む基盤とは？

” 智恵の縁 ” をつなぐマガジン『地産地縁』VOL.04 ～アクションを促す学びをつくるには？

” 智恵の縁 ” をつなぐマガジン『地産地縁』VOL.05 ～ readliness for 2025

ぎょうせい

株式会社エンパブリック

株式会社エンパブリック

ＮＰＯインフォメーション

かに NPO センター

市民活動団体のバックオフィス業務

　NPO 法人の方は、公告に関わる定款変更は最後の
チャンスです。忘れないように、この時期に変更しま
しょう。

「貸借対照表の公告」の方法については、以下の 4 つ
の中から選択し、公告を行う前に定款に明記しておく
必要があります。  

①官報に掲載する方法
　※有料です。詳しくはお近くの官報販売所などにお
尋ねください。

②日刊新聞紙に掲載する方法
　※有料です。詳しくはお近くの新聞社などにお尋ね
ください。

③電子公告（NPO 法人が運営するホームページや「内
閣府 NPO 法人ポータルサイト」に法人自らが掲載す
る方法。）
　※電子公告を選択する場合は、約 5 年間（貸借対
照表の作成の日から起算して 5 年が経過した日を含
む事業年度の末日までの間）継続して公告し続ける必
要があります。

④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に 1 年
以上継続して掲示する方法
　※利害関係者のみならず、広く市民が、主たる事務
所において容易にアクセスできる状態にあることが必
要です。

　可児市まちづくり活動助成事業企画発表会
　　日時：5 月 20 日（日）　13：00 ～
　　場所：総合会館分室　2 階大会議室

企画発表会は、どなたでも傍聴していただけます。
お気軽にご来場ください。

　バックオフィスとは、組織の経理・労務・総務・情報管理など地味で目立たないけれど、組織運営に
は必ず必要な業務を言います。３月決算の組織は、そろそろ総会の日程を決め、そこから逆算して間に
合うように監査を受け、総会案内を発送しなくてはなりません。

平成 30年度　可児市まちづくり活動助成事業



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！

mano オープンに伴いワークショップやハンドメイドのイベントを開催します。

※ mano 市民支援室は、（特非）可児市 NPO 協会が可児市から運営を受託しています。

◆◆　子育て健康プラザmano オープニング　市民支援室イベント　◆◆

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：5 月６日（日）10：00 ～ 15：00
場　所：子育て健康プラザ mano
内　容：おひるねアート、ハンドマッサージ
ハーバリウム、リボンリース、手形アート

【主 　 催】　（特非）可児市 NPO 協会
【問合せ】　かに NPO センター（60-1222）

日　時：5 月 25 日（金）10：00 ～ 14：00　　　　
場　所：子育て健康プラザ mano　
内　容：アクセサリー、おひるねアート、布マ
スク、布ナプキン、ドライフラワー、布製母乳
パッドなど

【主 　 催】　（特非）可児市 NPO 協会
【共　催】　可児市　　　　　　　　　
【問合せ】　mano 市民支援室（63-8303）
　※ 5/6 までは、かに NPO センター

かに NPO センター

◆◆　ハンドメイドマルシェ　◆◆◆◆　オープニングイベント　◆◆

日　時 ： 5 月 18 日（金）、19 日（土）
　　　　10：00 ～ 15：00
場 　所 ： パンカフェ５丁目（桜ヶ丘 5-16）

【主　催】　パンカフェ 5 丁目サロンルーキー
【問合せ】　TEL：0574-64-1197　
　　　　　FAX：0574-64-1197
　　　　　

◆◆　第 4回　パンカフェの小さな福祉まつり　◆◆
可児市近郊の福祉施設の皆さんが制作した

人気の雑貨、クッキー等の出店販売会
田んぼビオトープで田植え体験と生物調査

日　時 ： 5 月 19 日（土）9：00 ～ 14：00
場 　所 ： 我田の森（久々利）
参加費 ： 大人 200 円、小人 100 円
持ち物：弁当
定　員：30 組

【主　 催】　里山クラブ可児
【問合せ】　TEL：090-7918-0909
　※申込期間　4 月 23 日～ 5 月 11 日

◆◆　自然学校　◆◆



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
30 01 02 03 04 05 06

◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
桜ケ丘地区センター

◆生涯学習かに
パソコン講座
9:30～11:30
広見地区センター

◆おもちゃ病院かに
9:00～11:00
福祉センター

◆子育て健康プラザ
『mano　マーノ』
ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ
10:00～15:00

07 08 09 10 11 12 13
◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
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センター

◆IT寺子屋
10:00～12:00
13:30～15:30
かにNPOセンター
◆あおむし倶楽部
不登校児母の会
9:30～11:30
会場未定

14 15 16 17 18 19 20
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
13:00～15:00
今渡地区センター

◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
桜ケ丘地区センター

◆生涯学習かに
パソコン講座
9:30～11:30
広見地区センター

◆パンカフェ5丁目
10:00～15:00
パンカフェ5丁目

◆おもちゃ病院かに
9:30～11:30
かにNPOセンター
◆里山クラブ可児
9:00～14:00
我田の森（久々利）
◆「子どもの貧困」
13:30～15:30
美濃加茂市総合福祉
会館

◆まちづくり活動助成
金審査会
13:00～
総合会館分室
◆かにﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄの会
9:00～15:00
日本ﾗｲﾝ花木ｾﾝﾀｰ

21 22 23 24 25 26 27
◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
帷子地区センター

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

◆IT寺子屋
10:00～12:00
13:30～15:30
かにNPOセンター
◆おもちゃ病院かに
9:30～11:30
帷子児童センター

◆かにNPOセンター
休館日
◆「市民の伊勢志摩
サミット」
10:00～18:00
中部大学名古屋ｷｬﾝ
ﾊﾟｽ

28 29 30 31 01 02 03
◆かにぱそこんくらぶ
10:00～12:00
13:00～15:00
今渡地区センター

各イベントに関しての問合せ・申込み
◆コネットひろば・まちづくり活動助成　0574-60-1222　かにNPOセンタ―
◆IT寺子屋　0574-65-8158　担当 五郎畑さん 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
◆あおむし倶楽部　090-8076-9607　担当 山口さん
◆里山クラブ可児　090-7918-0909　担当 大見さん
◆生涯学習かに　0574-65-7052　担当 西垣さん
◆おもちゃ病院かに　090-5102-6163　担当 葛山さん
◆「子どもの貧困」 美濃加茂市社会福祉協議会　0574-28-6111
◆パンカフェ5丁目（桜ケ丘5-16）18日、19日開催　0574-64-1197
◆「市民の伊勢志摩サミット」 東海市民社会ネットワーク　059-222-5995　http://tokaicn.org/

～５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

5月6日（日）9:00 より 開館式典

10:00～15:00 オープニングイベント

かにNPOセンターで開催 参加費 各500円

・助成金のための会計講座
6月8日（金）13:30～15:30
・カードゲームで遊びながら世界を学ぼう！
6月10日（日）13:30～16:30 締切6/7

かにNPOセンター



助成金情報

ボランティアグループ等が行う
事業への助成

ぎふハチドリ基金
2018 年度助成事業

実施団体　（公財）太陽生命厚生財団
URL　http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_
recruitment/index.html
問合せ　〒 143-0016 東京都大田区大森北 1-17-4
　太陽生命大森ビル
公益財団法人 太陽生命厚生財団 事務局
TEL・FAX：03-6674-1217
募集期間　2018 年 6 月 30 日
対象事業　ボランティアグループ等が在宅高齢者ま
たは在宅障がい者等のために福祉活動や文化活動を
行うために必要な費用または機器、機材、備品等を
整備するための費用に対し助成する。

（在宅高齢者・在宅障がい者等の家族のための福祉
活動や文化活動を含みます。また、社会福祉法人等
が行う在宅高齢者等への地域公益事業・生活支援事
業（例 : 生活物品入手支援・配送等）を含みます。）
対象費用　
A．在宅高齢者または在宅障がい者等の自助・自立
の意欲を引き出し、または鼓舞する等その生活の支
援に資する事業・費用
B．在宅高齢者または在宅障がい者等の福祉に関す
る事業をするために必要な機器、機材、備品等を整
備する事業・費用

（認知症に関わる福祉・支援活動等の事業・費用を
含みます。（例、認知症カフェ等））
助成金額　10 万～ 50 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

　桜の開花が例年より遅いと言われていましたが、３月下旬に満開になり、４月中旬には真夏日を記録、
日本の “ 四季 ” はどこに行ってしまったのでしょう。この急な気温差からくる不調は「春バテ」だとか。
このまま「夏バテ」に突入しないようにしたいものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K）

かに NPO センター

実施団体　NPO 法人ぎふハチドリ基金
URL　http://gifunpo-fund.org/
問合せ　〒 500-8384　岐阜市薮田 5-14-12　シン
クタンク庁舎 3F　ぎふ NPO センター内
TEL：090-8736-9739（平日 9：00 ～ 18：00）
募集期間　2018 年 5 月 20 日
対象事業　岐阜県内で困難を抱える子どもや若者、
子育て家庭を地域で支える活動　

団体要件　岐阜県内で活動している非営利団体で以
下の条件をすべて満たす団体
①困難を抱える子どもや若者、子育て家庭を支える
活動をしている。
②組織、規約、事業内容などの情報を一般に公開し
ている。
③事業の実施状況を適宜、メールで報告できる。
④採択された場合は、助成金授与式（6 月 22 日午後）
に出席できる。
助成金額　
A-1　事業助成　30 万円
A-2　ステップアップ助成　20 万円
B　利用料等軽減助成　10 万円
C　東海ろうきん「物品購入助成」　10 万円




