
みのかも市民活動サポートセンター情報紙  №100 平成３０年３月発行 
                          

      

 

 

 みんなの手は100号を迎えました！ 
 

平成 13 年 10 月「みのかも市民ボランティアセンター」が OPEN し、第 1 号の「みんなの

手」を発行して早や 16 年。ついに「100 号」を迎えることができました。これも、登録者の皆

様の励ましやお力添えのおかげです。 

本当にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします！ 

 

ちなみに、みのかも市民活動サポートセンターに、１号から１００号まで閲覧できるように置いてありますので、 

ぜひ見にきてくださいね。“あの時”をなつかしく思い出してみてはいかがでしょう（-^-^-） 

 

 

 

 

 

               

 

 

                 

♪ 一人の小さな手 何もできないけど  (本田路津子 

それでも みんなの手と手をあわせれば 「一人の手」 

何かができる 何かができる ♪      歌詞より) 

 

心に残る「みんなの手」は・・・。 
 
みんなの手 №100 を発行するにあたり、「みんなの座談会（2 ペー

ジ）」で、これまでの発行した各号を見ながら、今までの活動をみんな
で振り返りました。そして、一番目を引く、感慨深い号を選んでもらい
ました。 
その結果、今もみなさんの心をつかんだ№59の「がんばろう！日本

～東日本大震災～」が選ばれました。 
その理由は「被災者の方々を今も応援したい」や「被災地でのボランテ
ィア活動の課題が見えた」などでした。 
これからも、皆さんのボランティア活動を支える「みんなの手」を作

っていきたいと思います。 

「みんなの手」№1発行 
（平成 13 年） 

№9 4ページに拡大  
（平成 14年） 

№17 市内公共施設へ 
の配布開始 

（平成 16年） 

№41 みのかも市民ボランティアセンターから 

「みのかも市民活動サポートセンター」
に名称変更（平成 20 年） 

№83 表紙の手形とコメントのリレー
がスタート。 
（平成 27年） 

№10 登録団体紹介開始 
第 1号は「ジュニアリーダーズクラブ」 
（平成 15 年） 

 
（平成 30 年） 

みんなの手の歴史 



 
 

 

１ 災害時のペットとの同行避難について話そう(1/17) 
 

災害時は、人命が第一。ペットを守るのは 
飼い主の役目ですが、同行避難・同伴避難 
は飼い主だけではなく、地域で考える必要 
があります。どうしたら、地域にペットの 
防災を考えてもらえるのかアイデアを出し 
合いました。 

■普段から大切にしたいこと 

①飼い主さんによるしつけ ②ネットワークづくり 

２ ボランティア活動/団体をはじめた最初の一歩について話そう(2/16)  
 
ボランティアを始めたきっかけは、「誘われて」「昼間に時間が 

できたから」「好きなことだから」「自分のできる事を地域のみん 
なと一緒に楽しみたい」……など、人それぞれ。 
 
■ボランティアを長く続けていくためには 

①家族や大事なことを優先 ②無理なくやれる範囲で活動する 
③断ることも大事     ④優先順位を決める 

 

     

 

 

 

テーマ：「聞いて、知って、つながろう」  ファシリテーター：後藤佳美さん 
この日は下の３つの問いを中心に、それぞれの素直な想いや悩み、アイデアをつなぎ合わせ、いたず

ら書きのように書き留めながら対話を楽しみました。時間はあっという間に過ぎ、座談会は大盛り上が

りでした。 
 
問① あなたが活動の中で困っていることモヤモヤしていることは何ですか？ 
問② その困っていることを解決するために何が必要ですか？ 
問③ その解決のためにあなたはこれから何をしますか？できることを考えてみよう。 

■参加者アンケート 
〇今まで会ったことのない人の話が聴けてよかったです。 

〇ボランティアの輪が広がりました。 

〇知らない方たちの活動内容や思いがたくさん聴けて良かったです。 

■後藤さんよりアドバイス 
◎ゴールを明確に決めて、自ら動く 
◎団体どうしの連携(つながり)が必要 
◎「自分が何をやるべきか」、「どんなミッションがあり、そのために 

何をしているか」、「どんなサポートが必要か」を知る。 
◎メンバーと思いを共有(食事会、レクレーションも大事) 
◎いつでもウエルカムの体制(新メンバーにやれることを残しておく) 
◎団体運営を見直すことが必要なこともある 
◎何でも自分でやろうとせず、気楽に支援(サポートセンター)を受ける 

次回予告 
日                  時 ： 3月 16日(金) 午後 1時 30分～3時 
テーマ ： 「災害ボランティア（東北支援・熊本支援）の今について話そう」 
ゲスト ： 鎌倉庄司さん（NPO法人 KIプロジェクト）  お楽しみに！ 
 
 
 
   
 

 

 

みのかもさぽさぽカフェで出た
話の中から、皆さんの活動に役
立つポイントをお伝えします。 

 

皆さんの活動をより良くする 
ワンポイント掲示板 

 

ゲスト： 

田原佐織さん 

（犬育応援プロジェクト

ワンコミ代表） 

みんなの座談会開催しました（2/18） 



 

 

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、これから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！！ 

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 1,000 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 
URL：http://minokamo-sapo.net        お気軽にサポートセンターへお立ち寄りください。 

 

掲示版 information 

「さかほぎの自然と歴史にふれる」   
陽春のロマンチック街道を楽しく散策! 

「猿啄城主川尻肥前守」の足跡や、様々な史跡
を訪ねる見どころいっぱいの楽しい一日です。 

 
と き ３月３１日(土)  
集 合 午前 8時 50分  

 坂祝町保健センター南駐車場 
出 発 午前 9時 
参加料 100円（保険料 当日集金） 
持ち物 弁当・飲み物・タオル・その他 
主 催 みのかも・坂祝つなぎ隊  
申込み みのかも市民活動サポートセンター
T E L 0574-28-1979 

 

第 30 回 NHK 厚生文化事業団 

地域福祉を支援する わかば基金 

 ●支援金部門 
 ●リサイクルパソコン部門 
 ●災害復興支援部門 

受付期間 2月 1日(木)～3月 30日(金)必着 
     郵送のみ受付 
申込・問い合わせ先 
     社会福祉法人 NHK厚生文化事業団 

「わかば基金」係 
URL  https://www.npwo.or.jp 
住所  〒150-0041東京都渋谷区上南 1-4-1 
TEL 03-3476-5955 
Mail info@npwo.or.jp 
      
 

「大八講座」 
ほとけのお話 ～仏教なんでも入門～   
宗旨宗派を問わず、広く仏教全般の入門的な

わかりやすい仏教講話です。 

と き ３月１８日(日) 
午後 1時 30分～3時 30分 

ところ 美濃加茂市・中山道太田宿（小松屋） 
講 師 竹中純瑜（たけなか じゅんゆ）氏 

（正道院住職） 
会 費 500円（予約不要） 
主 催 大八文庫／草鞋の会 
問合せ・申込み  
T E L 080-3681-0097（古藤） 

※駐車場は中山道太田宿・脇本陣前の市営駐車場 
（無料）をご利用ください  

  
!!会員募集!!「みのかも支え愛リング」 
♡みんなが安心して暮らせる地域づくり 
♡あなたの時間を活かし、活動を通して友達づ
くり 

〈主な活動の内容〉・生活支援サービスの提供 
・各部会のサロン運営 

※詳細につきましては、下記までお問い合わせ
ください。 

問合せ  
みのかも支え愛リング総務部 

070-6581-4692(平日午後１時～3時) 
美濃加茂市社会福祉協議会 

0574-28-6111 
 

市民活動アドバイザー 
北村隆幸さんによる相談会               
水曜日  午前 9 時～12 時 
金曜日 午後０時 30 分～ 

4 時 30 分  
※どんなことでも、まずはお話して

頭の中を整理しませんか。 

みのかも市民活動サポートセンターはこんなところ 



         
 

        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。 

 

 ♪笑顔で歌声を奏でたい♪ 
                       Do-Re-Mi 代表  里見 真美子 

   こんにちは♪ 歌声サークル Do-Re-Mi です。 

私たちは、市民企画講座から立ち上がったサークルです。 

毎週金曜の練習日には、クラシックのような難しい曲から童謡・唱歌・愛

唱歌・フォークソング・歌謡曲・演歌・ミュージカル・映画音楽などなど、

あらゆるジャンルの曲が部屋中に響き渡ります。 

そして、数あるレパートリーの中から、ステージ発表や施設慰問などで、

ご披露できるように日夜（？）トレーニングに努めています。 

 そんな特訓に特訓を重ねたうたの数々を、訪問先の施設で演奏を聴いて

いただいたり、皆さんと一緒に歌ったりと、大きな輪に広がっていくのが

とても楽しみです。 

 あちらこちらで笑顔の歌声が奏でられますよう、これからもたくさん歌

っていきたいです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

№87 みんなの声が集まれば 

ボランティアのお申し込みは                

みのかも市民活動サポートセンターへ 
TEL：０５７４－２８－１９７９ 

 


	30.3.05　表紙.村雲.pdf
	30.3　2枚目　村雲.pdf
	30.3　掲示版.pdf
	30.3   4枚目 .pdf

