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                        今回の手：河野 千賀子さん 
                                                                       （コーディネーター) 

                      ♪          ♪笑顔でまぁるく 

                                      つながりましょう!! 
                                

                 
   「自分たちの活動を知ってもらいたい」「イベントに参加してもらいたい」「会員を増やしたい」 

市民活動団体にとって広報は大きな課題です。今すぐ使える、効果的な広報の方法を楽しく学び、
これからの活動にいかしましょう。 

   

♪と き  （土）13:30～15:00   

  ♪ところ  生涯学習センター２０３号室      

   ♪講 師    北村 隆幸さん 
 （みのかも市民活動サポートセンターアドバイザー）                                  

♪定 員  ４０名（先着順） 
      ♪内 容 1)情報発信の基礎知識 2)インターネットを使った情報発信の手法 

        3)既存メディアを活用しよう   

     ♪対 象 市民活動団体の皆さん・ボランティア活動をされている方など                     

 
【申込み・問合せ】 直接または電話・FAX で下記まで 

       みのかも市民活動サポートセンター    TEL＆FAX：２８－１９７９ 
       生涯学習課                   TEL：２５－４１４１  

 福祉活動講座 終了しました！！ 

 第 5 回   「ボランティアのこころ」 
と  き  2 月 12 日（金）午前９時 30 分～11 時 30 分   

講   師  内田晴代さん（岐阜県社会教育委員） 

石巻の方言で解説する「おらほのラジオ体操」を紹介してもらい、実際に 

体操して心もからだもほっこり。 

みんなで第 4 回までの講座のふり返りをした後、意見交換を行いました。 

その後、講師の身近な話題からボランティアについてのお話に引き込まれ、

ボランティアの根底にある「他者を思いやる」心、「自治三訣」の精神など、

気づかせていただきました。 

背中をポンと押してもらえ、勇気をもらいました。 

地域のために、自分自身の幸せのために、一歩踏み出してみましょう。 



2月 6日(土)7日(日)「まんまるフェスタ」が開催しました！ 
      ～“まなび”と“ボランティア”の祭典 ～ 

 
約８０の生涯学習サークルやボランティア団体が参加して、活動内容の紹介や交流を行いました。 
当日は１２名の中学生ボランティアのみなさんが、受付・スタンプラリー・司会・かも丸などに 

かかわって大活躍の二日間でした。ありがとうございました。 
 準備・片付けも、参加団体の方々が主体的に取り組んでくださり、スムーズに終わりました。 
フェスタの盛り上げ 
「フラワーボランティアあじさい」…ミニフラワーで会場飾り 
「ジュニアリーダーズクラブ」…バルーンで会場飾り 
「岐阜県社会奉仕慈善団体さくらの会」…会場・駐車場内のゴミ拾い 

東日本大震災への義援金として合計 66,712 円を中日新聞へお渡しました。 
・コーヒー募金（花みずき・調理グループなでしこ・来場者のみなさん） 
・布ぞうり募金（神谷幸子） 
・売上金の一部（美濃加茂善意銀行・NPO 法人虹の里・調理グループなでしこ・ 

加茂地区更生保護女性会） 

｢まんまるフェスタ｣実行委員のみなさん！本当にお疲れ様でした。 
 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 第 2 回『みんなの座談会』 終了！ 

✿と き  平成 2８年２月２１日（土）13:30～15:30   

✿ところ  生涯学習センター２０２   

✿ワールドカフェファシリテーター  後藤佳美さん  

✿テーマ 「地域でがんばっている人とつながろう!!PartⅡ」 

地域でがんばっている 4 名のゲストの自己紹介を聞き、４グループに

分かれて、『へぇ～と思ったこと（発見したこと）』『聞きたいこと』など、 

気軽に意見交換をして楽しく交流しました。 

 

 

 

 

                                       

 

 

✿アンケートより  （参加者 ２１名） 

♪地域でがんばっているいろんな方の活動が聞けてたいへん良かった。 

♪座談会を通していろいろな人との出会いがあり意見交換ができて楽しかった。   

♪あっという間の二時間でした。すべての方ともっとお話ししたいです。 
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  新しく登録した仲間を紹介します（敬称略） 

団体  愛犬の命を守るフェス… 年１回“愛犬の命を守るフェス”、奇数月“命を守る勉強会”開催、 
  中山道太田宿の活性化に協力                      

     ビッグスウィングジャズオーケストラ…ジャズビッグバンド演奏でイベント参加 

       ハハトコ…子育てに関する講演会・イベントの企画運営  

個人  田上 修 … 吹矢を通しての健康活動 

     ひと宮 … 片づけセミナー・利き脳に合わせた片づけ  

名称変更  絆プロジェクト → 霞プロジェクト 

みのかも市民活動サポートセンターはこんなところ 

ボランティア活動・市民活動に興味関心のある人、現在活動している人、これか始めたいと思っている人…

みのかも市民活動サポートセンターが、あなたの熱い想い、やる気を応援します!!お気軽にサポートセンタ

ーへお立ち寄りください。                 

１．情報発信できます！     ２．印刷ができます！        

チラシ一斉発送サービス        用紙持ち込みで印刷無料      
市内交流センター・公共施設に配布   1原稿につき 1000 枚まで       

３．気軽に打合せできる場所！   ４．紹介します！         
スペース利用サービス          つながりづくりの相談・ボランティア紹介 

✿開館曜日・時間 
月曜日～土曜日 （ただし、祝日・生涯学習センターの休館日は休み） 
午前 9 時～午後 5 時 ※月曜日・木曜日は午後 9 時まで 
E-mail : volunteers＠mail２. city.minokamo.gifu.jp 

東北へ元気を届けに！ 
ボランティアバスで宮城県に一緒に行きませんか 

 出発日 帰着日 活動内容 

第 58回 H28. 5月 20日 22日 漁業事業 

第 59回    7月 1日 3日 交流事業 

第 60回    8月 5日 7日 交流事業 

第 61回    8月 19日 21日 交流事業 

第 62回   10月 14日 16日 交流事業 

第 63回   11月 25日 27日 桜の植樹 

第 64回    12月 9日 11日 交流事業 

第 65回 H29. 3月 3日 5日 交流事業 

※金曜日の夜出発、土曜日にボランティア活動、日曜日 
の早朝に地元に帰ってくるという行程です。  

※費用：２０，０００円（昼食代・風呂代・保険料を含みます）  
 
申し込み先 

事務局：080-3615-6500 

   E-mail：ki-proj@coms1.jp 
   FAX：0574-27-2205 
   郵送：〒505-0004 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 309-5 

     NPO法人 KIプロジェクト事務局宛                        

助成金のお知らせ 
① 『全労済 地域貢献助成事業２０１６』 

◇防災・減殺活動、環境活動、子育て・子育

て支援活動の応援 

応募期間：３月２３日～４月６日（必着） 

② ２０１６年度ドコモ市民活動団体への助成金 

◇子どもたちの健やかな育ちを応援する活動 

応募期間：～３月３１日(木)まで        

③ 2016 年度 東海ろうきん「NPO 育成助成」 

◇地域の課題を「本気で」解決したいNPO

を応援 応募期間：～３月３１日(木)まで 

募集説明会 3/7,3/8 個別説明会 3/14～18 

登録は 

 １３２団体 

個人７１名 

 

 

 

 

 

仲間募集!! 
ビッグスウィングジャズオーケストラ 

初心者中心のバンドです。一緒に楽しくスウィン
グし、イベントに参加しましょう♪ 
（テナーサックス、トランペット、トロンボーン他） 

◇練習日 毎週日曜日 9:00～13:00 
◇場 所 岐阜市北東部コミュニティセンター 

（岐阜市福富迎田 6-1） 

お問い合わせ・申し込み  
大竹哲明    TEL：０９０－４２１２－０２０２ 

毎週金曜日午後 
市民活動アドバイザーによる
相談会やっています！ 

※4 月から水曜日午前も開催 

mailto:ki-proj@coms1.jp
http://www.google.co.jp/url?url=http://matome.naver.jp/odai/2135597176126480301&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BbOcVdG7M8HU8gW4nIvoCA&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNGx_Pxjga9zsQLS0d5STcJmgm1IsA


新会員募集！！ 
お問い合わせ 

みのかも市民活動サポートセンター 
０５７４－２８－１９７９ 

  美濃加茂市土木課 
０５７４－２８－１１４５ 

  代表 中 島 

     ０５７４－２６－２３８０ 

         

 

         

登 録 団 体 紹 介     
ボランティア活動の内容、なかまのこと、喜びや悩み、皆さんに 

伝えたいことなど、登録者の声のページです。 

 

市民参加のまちおこし「美化運動と生涯学習のまちを目指して」  

ロマンチック街道美楽隊 代 表 中島 伸一 

本会は、平成 22年岐阜県・美濃加茂市と坂祝町が合同で開催した地域づくり型生涯学習

モデル事業(一年の研修)定住自立圏形成事業の中で結成された団体です。私たちは、美濃加

茂市と坂祝町を繋げる事業として木曽川を取り上げ、木曽川堤防の清掃、堤防道路上にあ

る深田のポケットパークと坂祝町にある行幸
み ゆ き

巌
い わ

公園の清掃をするという小さな取り組みか

ら始めました。研修終了後も続けることを決定し、美濃加茂市土木課が主管している「ク

リーンパートナー」にも登録し、木曽川堤防道路の清掃活動を実施しています。 

会員は 4 名ですが、活動には他のボランテイアの仲間の協力を得ながら毎回７~８名で、

真冬と真夏の 3 ヶ月を除き、月に 3 ~ 4回実施しています。事業は、ただの清掃作業ですが、

始めた当時から、ゴミも随分少なくなり、近年は、ほとんどゴミが無くなり、堤防道路で

ジョキングされる方や、他町村からのウォーキングクラブ参加の人たちにも、綺麗になっ

たと喜んで頂き、やり甲斐を感じております。一市民一ボランティア時代の中で、私達の

ボランティア作業を見て皆さんも共感されて、ゴミを持ち帰られる方も多くなったことも、

事業の成果が上がっているのかなと思っています。健康に留意しながら今後も続け、美し

いまちづくりに貢献したいと思っています。 

つながるコーナー  

一緒に活動しませんか？仲間になられる方をお待ちいたします！ 

 

    

    

 

 

 

 

作業後の回収ごみ 

 

みんなの声が集まれば №75
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