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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

①８月 31日（水）　19：00〜 20：00
②９月３日（土）19：00〜 20：00
場所：市民公益活動センターMeets
2回とも同じ内容です。どちらかにご参加ください。
ご都合がつかない場合は、ご相談ください。

『かにNPOフェスタ』を 3年ぶりに開催します。
　　日時：12月 11 日（日）13：00 〜 15：30
　　場所：可児市福祉センター
当イベントは、かにNPOセンターからMeets に愛
称変更して初めての開催となります。
皆様の普段の活動を広く周知していただくととも
に、Meets の愛称にふさわしく各団体や市民の方と
のあたたかい出会い、交流の場にしたいと考えてお
ります。

① 9月 25日（日）　13：30〜 16：00
② 10月 23日（日）13：30〜 16：00
③ 11月 27日（日）13：30〜 16：00
場所：市民公益活動センターMeets
ロジックモデルとは、事業が成果を上げるために必
要な要素を体系的に図示化したもので、事業の設計
図に例えられます。
ロジックモデルの作成方法を知り、効果的に成果を
得られるような事業を構築するために、ロジックモ
デルの活用方法を学びます。

かにNPOフェスタ　出展説明会

・・・・・・・・・・　かにNPOフェスタ 2022　・・・・・・・・・・

ロジックモデルセミナー（全３回）

日時：9月 11日（日）13：30〜 15：30
場所：市民公益活動センターMeets

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②

11 月 11 日（金）　ソーシャル活動の ”カタチ ”
11 月 16 日（水）　数字カフェ
1月 22日（日）　ゆるプロボノカフェ③
2月 18日（土）　講演会「2枚目の名刺」
3月 11日（土）　SDGs カフェ
3月 19日（日）　ゆるプロボノカフェ④

今後の予定



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。  

◆◆ ごちゃまぜアート ◆◆ 

大人も子どもも障がいあるなし関係なく！ 
みんな一緒にアートする会です！ 

日 時：毎月第４日曜日 ①10～12 時 ②13～15 時 
場 所：川合地区センター 研修室 1・2 
※開催日、時間とも変更の場合があります。ご確認ください 

【主 催】 ごちゃまぜアートの会 
【問合せ】 gochamazeart@gmail.com 

◆◆ コネットひろば ハンドメイドマルシェ ◆◆ 

～ママとキッズの 1DAY イベント～ 

開催日：9 月 16 日（金）10：00～14：00 
場 所：可児市福祉センター 1 階 和室 

【問合せ】 コネット（可児市 NPO 協会） 
TEL 0574-60-1222 

・ガバナンス 2022 年 8 月号 自治体職員のモラルとモチベーション  ぎょうせい 
・今日から使える企業の SNS 危機管理マニュアル 小木曽健 著 晶文社 

掲 示 板 

◆◆ かに多文化まちづくり 
サポーター養成講座 ◆◆ 

可児市に暮らす外国の人たちと交流し、地域の特徴
や活動とともに多様な文化背景の人々への理解も深
め、地域課題の解決にむけて活動するための講座 
日 程：9/18・9/25・10/2・10/30・11/27 
時 間：13：30～15：30  （毎回日曜日） 
場 所：可児市多文化共生センター フレビア 

※ 第３回のみ 可児市総合会館 
定 員：15 名   参加費：無料 
申込締切：9/9（金） 

５回受講修了者に「かに多文化まちづくりサポータ
ー」として修了証をお渡しします。 

【主 催】 NPO 法人 可児市国際交流協会 
【問合せ】 TEL 0574-60-1200 FAX 0574-60-1230 

npokiea@ma.ctk.ne.jp 

◆◆ ゆるっと♪ハンドクラフトタイム ◆◆ 

季節のガーランドをつくります 

日 時：9 月 13（火）10:00～12:00 
場 所：子育て健康プラザ mano 2 階 なかのひろば 

◆◆ ダブルケアカフェ ◆◆ 

子育てと介護をしている方の情報交換の場です。 
専門員への相談もできます 

日 時：９月 16 日（金）10：00～11：30 
時 間：子育て健康プラザ mano 2 階 研修会議室 1 

◆◆ かにここ 転入者向けおしゃべり会 ◆◆ 

可児市に転入してきた子育て家庭のおしゃべり会 
地域の情報を得られる場となっています 

開催日：９月 20 日（火）10：00～12：00 
場 所：子育て健康プラザ mano 2 階 研修会議室 1 

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

siminsiensitu@kani-npo.gr.jp 

新 着 図 書  
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 
【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 TOYO TIRE グループ環境保護基金 
URL https://www.philanthropy.or.jp/toyotires/ 
問合せ 〒100-0004 
東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町 ビル 244 区 
公益社団法人日本フィランソロピー協会 
「TOYO TIRE グループ環境保護基金」事務局 行 
担当：青木 高（あおき たかし） 
TEL：03-5205-7580 FAX：03-5205-7585 
問合せフォーム 
https://business.form-mailer.jp/fms/f9e630f710343 
応募締切 9 月 30 日（金） 
助成対象 公益に資する事業を計画している団体、環
境保護・環境保全関連の事業活動。 
募集内容 里山・森林・緑化整備運動／生態系保護活
動／水・河川環境保全活動／地域環境整備活動／リサ
イクル活動／環境教育・体験学習活動／啓発活動・イ
ベント活動／研究・開発活動／その他 
助成期間 2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日 
助成金額 1 件あたりの上限額：150 万円 
 

助 成 金 情 報  

スミセイコミュニティスポーツ 
推進助成プログラム TOYO TIRE グループ環境保護基金 

3 年ぶりのかに NPO フェスタを 12/11㈰に開催します。コロナ禍なので時間的にも内容的にも制限は出てきま
すが、地域の各団体、来場者との交流ができると思うと今からワクワクします。とはいえ私にとっては初めての
フェスタ。様々な段取りをしていかなくてはいけないので気が抜けません。Meets では他にもゆるプロボノカフ
ェやロジックモデルセミナーなど様々な講座を開催します。お楽しみに！ (ｙ) 

★★ 編集後記 ★★ 

実施団体 （公財）住友生命健康財団 
URL https://skzaidan.or.jp/sports_grant/ 
問合せ 〒160-0003 
東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 6Ｆ 
公益財団法人 住友生命健康財団（担当 福田、太田） 
TEL 03-5925-8660  FAX 03-3352-2021 
Ｅ-mail：sports@am.sumitomolife.co.jp 
受付期間 9 月 22 日（木）当日必着 
助成種別・助成内容 
本プログラムでは、スポーツを楽しむ文化が地域に根
づき、社会の新しい価値を創り出すような取り組みを
応援します。 
【チャレンジコース】 
地域におけるコミュニティスポーツのチャレンジと、
その後の自立・発展をめざすもの 
助成金額：50 万円以下/件（1 年間分）20 件程度 
【アドバンスコース】 
地域を超えたコミュニティスポーツの展開や、特定の
地域におけるコミュニティスポーツの深化をめざす
もの 
助成金額：300 万円以下/件（2 年間合計）5 件程度 
対象団体 
①日本国内に活動拠点のある民間の非営利団体（法人
格の種類や有無を問わない）で、団体としての活動実
績があること。 
②団体の目的や活動が政治・宗教などに偏っておら
ず、反社会的勢力とは一切関わっていないこと。 
 


