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可児市市民公益活動センター Meets

問合せ・申込は、可児市市民公益活動センター Meets まで（0574-60-1222）　knc@kani-npo.gr.jp

可児市市民公益活動センターMeets　講座・イベント

日時：7 月 24 日（日）13:30 ～ 15：30
場所：市民公益活動センター Meets

日時：8 月 28 日（日）
場所：市民公益活動センター Meets
市民活動について、非営利型組織について、自治会
について、日頃思っていることを、ざっくばらんに
おしゃべりしましょう！

日時：7 月 16 日（土）
場所：文化創造センター　
　　　　ワークショップルーム洋室
このプログラムは、大同メタル工業㈱が、地域社会
の課題に取り組んでいる NPO 団体を資金面で助成
するとともに、大同メタル工業㈱の社員が仕事で
培ったスキル、経験等を活かし、 プロボノとしてサ
ポートするプログラムです。
説明会参加には申込みが必要です。
＜申込み方法＞
団体名・氏名・住所・連絡先・Mail を記載の上
下記へお申し込みください。
　メール　proja@chic.ocn.ne.jp
　FAX　052-908-4123
主催・問合せ：中部プロボノセンター
　TEL：052-325-6360

Meets では、｢何か人のお役に立ちたい｣ という漠
然とした気持ちを、対話と交流、つながりを通して、
形にしていくお手伝いをしていきたいと考えていま
す。
仕事、勉強、家事、育児、ボランティア活動、趣味
などで培った個々のスキルや経験が誰かの助けに
なったり、幸せの時間を創り出すことができたら。
当たり前だと思っていた自分の能力が誰かの窮地を
救うことができたら。
いやいや、そんな能力は自分には何もないと感じて
いる人は、他の人から見たら実は何でもできてしま
うマルチプレイヤーなのかもしれません。
｢何か人のためにやってみたい｣
まずは、自分の好き、嫌い。得意、不得意。デコボ
コな自分について、一緒にお話してみませんか？

ゆるプロボノカフェ

NPO何でもおしゃべり会

大同メタルプロボノプログラム2022　説明会



可児市市民公益活動センター Meets 

このコーナーでは、広報誌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！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※新型コロナウイルス感染症の状況により変更の場合があります。各主催団体に確認してください。 

 
 
 
 

Meets (ミーツ) ホームページで 
各団体活動スケジュールＰＲ 

Meets の HP から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/ 

Meets 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 Meetsまたは、各主催団体にご確認ください。  

◆◆ おもちゃ病院かに ◆◆ 

壊れてしまった、おもちゃを修理して再び使える
ようになることを子供たちに見てもらったり、体
験してもらったりすることで、 

当病院の趣旨である「人や物を大切にする心」「工
夫する喜び」「科学する心」を伝えたいと思ってい
ます。 

開催日：7/2（土）・7/16（土）・7/23（土） 
時 間：9：30～11：30 
場 所：可児市福祉センター 
修理代：無料 

※部品の交換が必要な場合は実費を請求さ
せてもらっています。事前に相談します。 

【主 催】 おもちゃ病院かに 
【問合せ】 090-5102-6163（葛山） 

◆◆ こどもたちの秘密基地 ◆◆ 

手作りこものがいっぱい 
開催日：7 月 27 日（水）10：00～14：30 
場 所：子育て健康プラザ mano なかのひろば 

【問合せ】 水曜日にひとこきゅう～ままたちの秘密 
基地実行委員会 
090-7438-7604（実行委員長 日比野） 

・ガバナンス 2022 年 6 月号 時期統一選と首長・議長  オンライン時代の会議術  ぎょうせい 
・政治学者、PTA 会長になる 岡田憲治 毎日新聞出版 

掲 示 板 

◆◆ 保護猫譲渡会 ◆◆ 

子猫が多数参加予定！！ 
開催日：7 月３日（日） 
時 間：10：00～14：00 
場 所：日本ライン花木センター 大イベントホール 

【主 催】 Kamo にゃん会 【後 援】可児市 
【問合せ】 090-6767-3336（生田） 

◆◆ ママ目線で考える 防災カフェ ◆◆ 

災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板の体験。 
日 時：7 月 1 日（金）10：00～11：30 

◆◆ なつやすみ de 防災体験 ◆◆ 

防災体験ビンゴカードを配布 

開催日：7/21（木）～8/26（金）※土日除く 
時 間：9：00～17：00 

◆◆ 夏休み ちくちく会 ◆◆ 

小学 4～6 年生対象 縫物体験。 

開催日：7/25（月）・8/8（月）・8/22（月） 
時 間：10：00～11：00 

【主 催】 子育て健康プラザ mano 市民支援室 
【問合せ】 0574-63-8303 

siminsiensitu@kani-npo.gr.jp 

新 着 図 書  
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◆かにぱそこんくらぶ

13:00～15:00

桜ケ丘地区センター

◆Come baby！

マタニティを楽しもう

②-第1回

10:00～12:00
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◆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

◆ワークショップ

10:00～12:00

mano なかのひろば

◆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

10:00～12:00

福祉センター 1階和室

◆ダブルケアカフェ

10:00～11:30

mano市民支援室

◆あそ活ランド

10:00～12:00

mano健康スタジオ

◆おもちゃ病院かに

9:30～11:30

福祉センター

◆とうかい発達障がい

共助会

14:00～17:00

Meets
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◆かにここ

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

◆つくってあそぼ

10:00～11:00

mano 健康スタジオ

◆IT寺子屋

10:00～12:00

Meets

◆IT寺子屋

10:00～12:00

Meets

◆おもちゃ病院かに

9:30～11:30

桜ケ丘児童センター

◆ゆるプロボノカフェ

13:30～15:30

Meets

25 26 27 28 29 30 31

◆夏休みちくちく会

10:00～11:00

mano市民支援室

◆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

10:00～12:00

13:00～15:00

帷子地区センター

◆こどもたちの秘密基

地

10:00～14:30

mano なかのひろば

各イベントに関しての問合せ・申込み

◆コネットひろば・ゆるプロボノカフェ　0574-60-1222　Meets

◆ママ目線で考える防災カフェ・Come baby！・ワークショップ・あそ活ランド・かにここ・つくってあそぼ・ちくちく会　0574-63-8303　mano市民支援室　

◆こどもたちの秘密基地　水曜日にひとこきゅう～ままたちの秘密基地実行委員会　090-7438-7604　担当 日比野

◆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・歌声サロン「愛岐」　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

～７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

◆なつやすみ de 防災体験

7月21日（木）～ 8月26日（金） ※土日除く

9:00～17:00 子育て健康プラザ mano

市民支援室 受付カウンターにて、防災体験ビンゴカードを

配布します。詳細はスタッフにお尋ねください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止の場合があります。各主催団体に問合せて確認してください。

可児市市民公益活動センター　Meets



可児市市民公益活動センター Meets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
【お知らせ】市民公益活動センター Meets では、HP・Facebook・blog・Instagram で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。 
 
 
 
 
 
 
【編集発行】可児市市民公益活動センター Meets (ミーツ) 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 2 階 
 E-mail：knc@kani-npo.gr.jp HP：http://www.kani-npo.gr.jp 
 Facebook：http://www.facebook.com/kaninpo 
【利用時間】9：30～17：30 【休館日】毎週火曜日 12/29～1/3 

実施団体 一般財団法人住宅生産振興財団 
URL 
https://www.machinami.or.jp/pages/contest_guidelin
e18.shtml 
問合せ 一般財団法人住宅生産振興財団内 住まい
のまちなみコンクール事務局 担当：沢田・石川 
〒105－0001 東京都港区虎ノ門 3-11-15 SVAX TT
ビル 5 階 
TEL：03-5733-6733  FAX：03-5733-6736 
Mail：contest@machinami.or.jp 
応募締切 8 月 31 日（水）必着 
募集対象 良好な景観が形成されている一体的な住
宅地において、住まいのまちなみの維持管理活動を行
っている団体を対象とします。各種の社会的課題に対
応した先進的なまちなみづくりの活動を行っている
場合には、当該活動も評価します。 
ただし、伝統的建造物群保存地区内の住宅地は、除き
ます。 
なお、維持管理対象の住宅地の住宅は、戸建て住宅に
限らず、集合住宅等も可です。 
受賞数等 
国土交通大臣賞 1 点 住まいのまちなみ賞 4 点以内 
支援額 受賞団体には、50 万円(1 団体・1 年あたり)
を 3 年間、維持管理活動の推進のために支援します。 
 
 

゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜ 
助成金情報はこの他、ホームページの市民情報館＞助
成金の欄にも掲載しています。ご覧ください。 

助 成 金 情 報  

【褒賞】第 6 回リカジョ育成賞 
(後援：内閣府・文部科学省) 

第 18 回 
住まいのまちなみコンクール 

先日、可児市文化創造センターala で、まちづくり講演会「ごちゃまぜな居場所はっぴーの家ろっけん」を開催
しました。小学生から高校生の学生さんも参加していたので、講師の首藤さんは子どもたちに語りかけながらお
話してくださいました。ろっけんの日常を映像で見ながら、首藤さんの楽しいおしゃべりでいろいろなエピソー
ドを聞くことができ、参加者のみなさんは笑ったりうなずいたりして、お話に聞き入っていました。(ｙ) 

★★ 編集後記 ★★ 

実施団体 日産財団 
URL https://www.nissan-zaidan.or.jp/oitline-
rika/?utm_source=canpan&utm_campaign=6_ri
kajo 
問合せ （公財）日産財団 学校教育支援グループ 
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 6-86-1 関
内マークビル 4F 
TEL：045-620-9780 
MAIL：rikajo@nissan-zaidan.or.jp 
受付期間 6 月 1 日～2023 年 1 月 9 日 
対象 理科好き女子を育成する活動をされている
方々の一助となることを目的に、本賞を運営しており
ます。 ※褒賞事業のため、助成ではありません 
募集内容 女子小中高生を対象に 2022 年 1 月 1 日
～2022 年 12 月 31 日までに実施した、理系分野にお
ける興味・関心の向上や能力の育成を目的とした活動 
(例：学校の授業改善やクラブ活動、教育機関・企業・
NPO 法人のアウトリーチや理系進路支援活動など) 
授賞内容 
グランプリ （１件）：賞状・記念トロフィー・副賞 50
万円 
準グランプリ（２件程度）：賞状・記念トロフィー・副
賞 30 万円 
奨励賞（5-10 件程度）：賞状・記念品・副賞 5 万円 
応募制限 個人または団体 
(小・中・高・大などの教育機関や科学博物館・NPO 法
人・企業などの団体、それらで活動する個人など) 
※複数団体による 1 プロジェクトでのご応募も可能
です。 


