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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

今後の予定

かに NPO センターの利用について
日　時：12 月 2 日（水）　13:30 ～ 15:30
場　所：オンライン（各自）
　　　自宅などインターネットに接続できる場所
講　師：田島宏美さん（田島会計事務所）
申　込：メール又は電話
　　　　knc@kani-npo.gr.jp  0574-60-1222
内容：新型コロナ感染拡大で予定した事業が行え
ていない団体も多い今年、収入源、補助金等、い
つも違うお金の流れも起こっています。
そこで、早めの決算準備をしておきましょう。

日　時：12 月 13 日（日）　13:30 ～ 15:30
場　所：オンライン（各自）
　　　自宅などインターネットに接続できる場所
申　込：メール又は電話
　　　　knc@kani-npo.gr.jp  0574-60-1222
内容：オンラインとリアルと。対面での活動に制
限がある最近、オンラインとリアルの使い分けや、
そもそも他の団体はどうしてるの？など、コロナ
禍で困った話や、これからの話を気軽にお話しま
しょう。

　会計講座～決算準備編

　オンライン交流会～これからの市民活動

　　　12 月からの利用について

市内公共施設においては、物品販売や一部イベント
等が開催可能になりましたが、NPO センターでも
下記の事項を守って活動をお願いします。

■ 利用できない方
・発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感、味覚・嗅覚に
異常がある等の症状がある
・14 日以内に海外から入国した

■ 利用される方へのお願い
・利用前に自宅で検温する
・マスクの着用をする
・来館時の手指消毒をする
・体調、連絡先等を記入した利用届を提出する
・水分補給を除く飲食をしない
＞会議室利用の場合（人数は 8 人までです）
　・代表者は利用前に参加者の健康チェックをする
　・代表者は利用者名簿を提出する
　・机や椅子の移動を行わない
　・30 分ごとに窓・出入口を開放し換気をする
　・利用前後で手指で触れる箇所の清掃を実施する
　・ごみの持ち帰り
＞印刷機等共有スペース利用の場合
　・利用者間の間隔を２ｍ程度空けて利用する
　・椅子の移動を行わない

皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力
をお願いいたします。上記は新型コロナウイルス感
染状況によって、変更になる場合があります。

※　上記は２つともオンライン（Zoom）ですが、
オンラインに不安のある方は、ご相談ください。
NPO センターの会議室も少数であれば、ご参加
いただけます。
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ＮＰＯセンターホームページで 

各団体活動スケジュールＰＲ 

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。  
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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

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

◆会計講座

13:30～15:30

オンライン（各自）

◆IT寺子屋

10:00～12:00

かにNPOセンタ―

◆Wケアラーズデイ

10:00～12:00

mano 市民支援室

◆おもちゃ病院かに

9:30～11:30

福祉センター

07 08 09 10 11 12 13

◆手形アート

10:00～12:00

mano 研修会議室

◆フォトプロップスをつく

ろう

10:00～12:00

mano 研修会議室

◆かにぱそこんくらぶ

10:00～12:00

13:00～15:00

帷子地区センター

◆とうしん地域活力研

究所

15:30～17:00

とうしん学びの丘エール

◆IT寺子屋

10:00～12:00

かにNPOセンタ―

◆オンライン交流会

これからの市民活動

13:30～15:30

オンライン（各自）

◆Wケアラーズデイ

10:00～12:00

mano 市民支援室

14 15 16 17 18 19 20

◆あそび活動

10:00～12:00

mano 健康スタジオ

◆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

◆Xmas ジャンボフラ

ワー フォトスタジオ

10:00～12:00

mano 研修会議室

◆かにぱそこんくらぶ

13:00～15:00

桜ケ丘地区センター

◆IT寺子屋

10:00～12:00

かにNPOセンタ―

◆ホースの輪っかを作

ろう

10:00～12:00

mano 研修会議室

◆おもちゃ病院かに

9:30～11:30

福祉センター

21 22 23 24 25 26 27

◆Wケアラーズデイ

10:00～12:00

mano 市民支援室

◆防災カフェ㉖

10:00～11:30

mano 研修会議室

◆かにぱそこんくらぶ

10:00～12:00

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 1F

◆IT寺子屋

10:00～12:00

かにNPOセンタ―

28 29 30 31 01 02 03

各イベントに関しての問合せ・申込み

◆会計講座・オンライン交流会・コネットひろば　0574-60-1222　かにNPOセンタ―

◆クリスマスイベント・防災カフェ・あそび活動・Wケアラーズデイ　0574-63-8303　mano市民支援室

◆かにぱそこんくらぶ・歌声サロン「愛岐」　080-6945-3880　担当 谷中さん

◆IT寺子屋　0574-65-8158　担当 五郎畑さん 受付時間 18:00～21:00

◆おもちゃ病院かに　090-5102-6163　担当 葛山さん

◆とうしん地域活力研究所　人材育成講座　0572-28-3021

～ 12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

01 02 03

年末年始休館日 12月29日～1月3日

★メリークリスマス イン マーノ 12/1(火)～12/25(金) 期間中バルーンアート展示、2Fにフォトスポット

☆★ メリークリスマス in mano ★☆

・1月カレンダー工作キット配布 なくなり次第終了

開催時間10時～12時（フォトスタジオのみ14時まで）

17日(月) 手形アート

18日(火) フォトプロップスを作ろう

14日(月) あそび活動

15日(火) Xmas ジャンボフラワー フォトスタジオ

18日(金) ホースの輪っかを作ろう

◆オンライン交流会 ～ これからの市民活動

12月13日（日） 13:30～15:30

オンラインで開催します。

コロナ禍での活動についてお話ししましょう。

◆会計講座 ～決算準備編～

オンライン（Zoom）で開催

12月2日（水）13:30～15:30

※オンライン参加が難しい方は

ご相談ください。

かにNPOセンター
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実施団体

URL 

応募方法

問合せ

募集時期

助成金額  

助成対象活動

助成対象団体

 

★★  ★★ 

実施団体

URL

問合せ

応募期間

助成対象事業 

 

助成対象団体

助成対象となる活動期間

助成金額

HP    facebook 

 


