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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）

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金企画発表会

カルタで遊んで、知って、社会を考える

SDGs 交流会～

月　日：6月 1日（土）
時　間：13：00～
場　所：可児市総合会館　5階大ホール
今年度助成金申請団体が事業内容をプレゼンします。

月　日：6月 23日（日）
時　間：13：30～ 15：30
場　所：かにNPOセンター
参加費：300 円
社会問題見えるカルタで、遊びながら社会のことを
知って参加者で身近な地域の課題を考えてみます。
小学校高学年以上なら親子でもご参加いただけます。

月　日：７月７日（土）
時　間：13：30～ 16：00
場　所：かにNPOセンター
参加費：300 円
社会問題見えるカルタで社会を知り、世界の
課題とのつながりを考えてみましょう。

かに NPO センターは移転しました

　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）　　　　



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：6 月 1 日（土）13：00 ～ 16：00
場　所：美濃加茂市総合福祉会館
内　容：
　第 1 部　講演会 ( 宮田隼氏、幸重忠孝氏）
　第 2 部　トークセッション　　　　

【主 催】　美濃加茂市社会福祉協議会
【問合せ】　0574-28-6111

日　時：5 月 30 日（木）10：00 ～ 14：00
場　所：子育て健康プラザ mano
　　　　1 階、2 階なかのひろば
内　容：10 店舗による販売、ワークショップ
　　　

【主 催】　市民支援室
【問合せ】　0574-63-8303

かに NPO センター

◆◆　若者の居場所　◆◆

◆◆　ツキイチマルシェ　◆◆

月　日：6 月 16 日（日）
場　所：春里地区センター
参加費：500 円（中学生以下無料）

【主 催】 シシ丸王国（寺子屋とことん塾）
【問合せ】 0574-65-2282（加藤）
　　　　　

◆◆　楽しい音楽と楽しい星のお話　◆◆

寺子屋とことん塾開塾 3 周年記念コンサート 今、引きこもり・不登校など困難を抱える若者が
増えています。先進的な取り組みから、「若者の
居場所」について一緒に考えていきませんか！

アイシングクッキー体験、パン・焼き菓子販売、
ハンドメイド小物、アクセサリー、子ども服、

カラーセラピー、歯固めジュエリーなど

可児市近郊の福祉施設のみなさんが制作した人気
の布小物、ペット用品、雑貨、クッキー、

マフィンなどの出店販売

日　時：5 月 17 日（金）、18 日（土）
時　間：10：00 ～ 15：00
場　所：パンカフェ 5 丁目
入場無料：無料
　　　　

【主　催】    パンカフェ 5 丁目
【問合せ】 0574-64-1197

◆◆　パンカフェ 5丁目の小さな福祉まつり　◆◆

新 着 図 書
ガバナンス　5 月号　「若者政策」のステップアップ

ウォロ　4・5 月号　届け市民の声 政治と市民活動最前線

ソトコト　SDGs 入門

ぎょうせい

大阪ボランティア協会
木楽舎



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
13 14 15 16 17 18 19

◆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

00 00 ◆パンカフェ5丁目
10:00～15:00
パンカフェ5丁目
　　　　17日～18日

◆おもちゃ病院かに
9:30～11:30
かにNPOセンター
◆自然学校
9:00～14:00
我田の森

◆ダブルケアカフェ
14:00～15:30
mano市民支援室

20 21 22 23 24 25 26
◆防災食クッキング
10:00～12:00
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

◆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
かにNPOセンター
◆生涯学習ｶﾎｰﾗ
9:00～
広見地区センター

00 ◆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
帷子児童センター

00

27 28 29 30 31 01 02
◆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

00 ◆ツキイチマルシェ
10:00～14:00
子育て健康プラザ

00 ◆おもちゃ病院かに
9:00～11:00
福祉センター
◆まちづくり活動助成
13:00～15:30
可児市総合会館

00

03 04 05 06 07 08 09
◆防災カフェ
10:00～12:00
mano市民支援室

◆かにぱそこんくらぶ
13:00～15:00
桜ケ丘地区センター

◆コネットひろば
10:00～14:00
福祉センター

00 00 ◆ＩＴ寺子屋
10:00～12:00
かにNPOセンタ―

00

10 11 12 13 14 15 16
◆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

00 ◆ＩＴ寺子屋
10:00～12:00
かにNPOセンタ―

00 ◆おもちゃ病院かに
9:30～11:30
かにNPOセンタ―

◆寺子屋とことん塾
9:30～11:00
春里地区センター

17 18 19 20 21 22 23
00 ◆かにぱそこんくらぶ

13:00～15:00
桜ケ丘地区センター

00 ◆コネットひろば
10:00～14:00
福祉センター
◆苦手を知る講座
10:00～12:00
mano市民支援室

◆ぽると多治見
人生100年時代
10:00～11:30
ヤマカまなびパーク

◆おもちゃ病院かに
9:30～11:30
桜ヶ丘児童センター
◆ＩＴ寺子屋
10:00～12:00
かにNPOセンタ―

◆カルタで遊んで、知って、
社会を考える
13:30～15:30
かにNPOセンター

24 25 26 27 28 29 30
◆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

00 ◆ＩＴ寺子屋
10:00～12:00
かにNPOセンタ―

00 00 00

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・カルタで遊んで知って社会を考える　0574-60-1222　かにNPOセンタ―
◆防災食クッキング・ツキイチマルシェ・ダブルケアカフェ　0574-63-8303　mano市民支援室　
◆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
◆自然学校　090-7918-0909　担当 大見さん
◆生涯学習カホーラ　ゆうゆう健康ウォーク　0574-65-7265　担当 鈴木さん
◆寺子屋とことん塾　楽しい音楽と楽しい星のお話　0574-65-2282　担当 加藤さん
◆ぽると多治見　人生100年時代　0572-22-0320
◆パンカフェ5丁目　小さな福祉まつり　0574-64-1197

～５・6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

◆まちづくり活動助成発表会
6月1日（土）13:00～15:30
可児市総合会館 5階 大ホール

5/

6/

◆子育て健康プラザ mano
開館1周年 ありがとう 月間

5月1日（土）～31日（金）

◆カルタで遊んで、知って、社会を考える
6月23日（日）13:30～15:30
◆SDGs交流会
７月７日（日）13:30～16:00

いずれも かにNPOセンター 会議室

かにNPOセンター



助成金情報

あしたのまち・くらしづくり
活動賞 地域支え合い活動　助成プログラム

実施団体　（公財）あしたの日本を創る協会
URL　http://www.ashita.or.jp/
問合せ　公益財団法人あしたの日本を創る協会
〒 113-0033 東京都文京区本郷 2-4-7
    大成堂ビル４階
　tel03-6240-0778  fax03-6240-0779
　 mail：ashita@ashita.or.jp
募集期間　7 月 3 日
内容活動　
①災害に強い地域づくり活動。住民同士の支えあい、
地域コミュニティの維持をめざす活動、過疎化対策
など。②子どもの見守りや居場所づくり、子ども食
堂、地域の学校との協働による子どもの健全な育成
の活動など。③高齢者の生きがいづくりや日常生活
のサポート・ケアの充実に取り組む活動など。④景
観保全の活動。地域交通、公共施設の整備による快
適な生活環境をつくり出す活動など。⑤地域文化の
振興や掘り起し、伝承する活動。地域スポーツの育
成、住民の健康づくりなどの活動など。⑥地球温暖
化防止や地域循環型社会をめざす活動など。⑦都市
と農山漁村との交流をすすめる活動。地域資源を活
かした地域産業を振興する活動など。⑧食育や地域
に根ざした食文化を育む活動。地産地消をすすめる
活動。食品ロス削減に取り組む活動など。⑨地域防
犯、地域点検などによる犯罪に強いまちづくりの活
動など。⑩子育て支援、子育てネットワークづくり、
世代間交流の活動など。⑪震災復興にむけてのまち
づくり活動や震災復興支援の活動など。

実施団体　明治安田生命保険相互会社 /（一社）全
国食支援活動協力会
URL　http://www.mow.jp/pdf/youkou2019.pdf
問合せ　一般社団法人 全国食支援活動協力会 事務
局　〒 158-0098　東京都世田谷区上用賀 6-19-21
　電話 03-5426-2547　 FAX 03-5426-2548
　http://www.mow.jp
募集期間　6 月 30 日
助成の対象活動　
①活動立ち上げ資金の助成　
新たな団体で、近い将来活動を始める具体的な計画
があること。
②備品購入資金の助成
現在の活動において必要な備品が不足しており、こ
の助成により運営が円滑化・活性化
されること。　　
助成対象
市民参加型を基本としたボランティア団体・ＮＰＯ
等の非営利団体が行う活動※　で、助成
内容に応じ以下の条件を満たすもの。
※配食サービス、会食サービス、孤立予防のための
居場所運営、生活助け合い活動、 見守り活動など
② 備品購入資金の助成
助成金額　30 万円

【編集発行】    かにＮＰＯセンター　Tel：（0574）60-1222　Fax：（0574）60-1250
　　　　　　〒 509-0214　岐阜県可児市広見一丁目 5 番地　可児市総合会館内

【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

　　引っ越しをして新しい場所で業務が始まりました。　事務所と会議室は少し狭くなりましたが、車で
来られる方のアクセスはとてもよくなり、毎日様々な方にご来場いただいています。オフィス機器の配置
変更に伴って動線が変わったので、ウロウロと無駄な動きをしてしまうこの頃です。　（ｙ）

かに NPO センター




