みのかも市民活動サポートセンター情報紙

№８５ 平成 27 年 9 月発行
今回の手：井戸 伸さん
(生涯学習係長)
ず～と、みんなが楽しく学べるまちは、
すてきな「未来」に手が届くまち

「ボランティア楽しかった！」“夏休みボランティア体験”
今年の夏休みも、小学 4 年生から中学 3 年生の子どもたちを対象とした「夏休みボランティア体験」を
実施し、３４のボランティアメニューに延べ２８７人が参加しました。
活動先や登録団体の皆様のご協力のおかげで、貴重な体験をすることができました。

《参加者の声》
・周りをよく見て何をしたらよいか気づいて、すすんで動くことが大切だと
わかった。
・小さい子との関わり方、接し方、ふれあいの仕方がわかった。
・お年寄りとどう接したらいいか、考えることができた。
・資源回収の大切さ、分別するときの注意点などがわかった。
・ゴミをポイ捨てせずに、しっかりと捨てるという大切さを知った。
・地域の人とのふれあいができた。
・他の学校の子と友達になれた。
・友達と一緒に協力して活動ができた。

「おもちゃ病院」での様子

《受入先団体の声》

「図書館」での様子

・きちんと時間どおりに来てくれて、暑い中よく頑張ってくれた。
・初めは話が苦手な生徒さんも、少したつと慣れて楽しそうに話せていた。
・熱心に活動してくれてうれしかった。
・利用者から「話を聞いてくれる孫のようで嬉しい」と言われた。
・頼まれ事を気持ちよく聞いて動いてくれた。
・積極的に子どもと交わろうとする姿がみられて良かった。

「牧野エコひろば」での様子

「花みずき」での様子

「さくらの会」での様子

はじめてのＮＰＯ講座
NPO ってなに？ NPO をはじめてみたい。NPO について知りたい。そういった方を対象とした
珈琲を飲みながらの少人数セミナーです。お気軽に参加してください。

と き……９月２５日（金）13:00～14:30
ところ……生涯学習センター303 号室
きたむら

講 師……北村

みのかも市民活動サポートセンター

たかゆき

隆幸さん（みのかも市民活動アドバイザー）

対 象……美濃加茂市内在住・在勤の人
定 員……１０名（先着順）
申込先

みのかも市民活動サポートセンター

TEL：28-1979

☆ご協力ありがとうございます☆
みなさんからご協力をいただきました
を
公益財団法人 緑の地球防衛基金へ送りました。
◎平成 26 年 6 月～平成 2７年７月
協 力 者 紹 介 （敬称略）
後藤宏子、武田由紀子、磯谷道子、柳澤 健、
兼松富子、石原モト子、古田百合子、佐伯泰子
中嶋政子、佐合正和、朝原喜代子、十河登志子
日比野文子、野村智規、松原寛、交告もゆる、
後藤千保子、美濃加茂地区郵便局婦人会、美濃
加茂市役所（市民課・生涯学習課・健康課）
、そ
の他
使用済み切手 たくさん
使用済みカード
（NTT ２６７枚 ・ QUO 25 枚・
JR １０枚・ハイウエイ 2 枚）
外国コイン 5 枚
書き損じはがき 58 枚
ディズニーチケット 5 枚

≪お礼状より抜粋≫
…大量にお送り頂き、誠にありがとうございました。
使用済み切手等の売上金は、中国とタンザニアでの植
林の苗木代にあてています。今後も緑を広げる活動に
ご協力くださいますよう宜しくお願い申しあげます。
2014 年度売上合計(’14 年 4 月 1 日～’15 年 3 月 31 日)

149,921 円

使用済みテレカ
使用済み切手

1,395,857 円

書き損じはがき
不要コイン

苗木

1,847 本

苗木 17,448 本

1,848 円

苗木

23 本

38,900 円

苗木

486 本

公益財団法人 緑の地球防衛基金
〒104-0033 東京都中央区新川 2-6-16 馬事畜産会館
203 TEL：03-3297-5505 FAX：03-3297-5507

中濃地域には、関市市民活動センター、郡上市市民協働センター、かに NPO センター、みのかも市民
活動サポートセンターの 4 つの公設市民活動支援センターがあります。これまで各センター間の交流は
ほとんどありませんでした。今回、関市市民活動センターの北村隆幸さん（美濃加茂市市民活動アドバイ
ザー）の呼びかけで、情報交換会が開催されました。それぞれの取り組みや実績など情報や課題を共有
し、連携していくために、今後も継続していくことが決まりました。

新しく登録した仲間を紹介します（敬称略）
団体

個人

登録は

あそびの森（子どもが子どもを生きる場所）
１２５団体と
…子どもたちがのびのびと自由に遊ぶ場所づくり
ラインみのかも…難聴者の社会参加の支援
個人６９名です
ザ・バンク（癒し空間お届け人）
…生ギターの演奏・弾き語りで施設訪問、ギター演奏指導
MT 椋バイオリンクラブ…弦楽器演奏
ｔｅａｍＫ&Ｓ…住民力アップのための学びの場の提供（子どもから大人まで）
八杉 加津治さん…エンディングノートを活用した終活セミナー

登録団体は、みのかも市民活動サポートセンターホームページで紹介、また、サポートセンター内に掲示
してあります。ぜひ見てみてくださいね。

あそびの森

みのかも定住自立圏講演会

～子どもが子どもを生きる場所～

「これからの地域づくりのカタチ」

♪そんな場所を一緒につくりませんか？
日 時…毎月 1 回 どこかの土日 10:00～13:30
ところ…みのかも周辺のどこか
内 容…絵の具でお絵かき、粘土、空き箱工作、
自然の中での遊び、な～んでも子どもが
見つけたあそびを思う存分楽しみます。
何歳の子どもさんでも大丈夫です！
参加費…親子で参加一家族 500 円(保険料・材料費)
■要予約 堀部典子
TEL：090-5624-0454
norinorinoriko0202@softbank.ne.jp
①親さんの名前ふりがな
②お子さんの名前ふりがなと年齢
③連絡先
④簡単な住所
⑤アレルギーなどの配慮事項(あれば）
※当日の詳細は後日メールでお知らせします

～全国の魅力ある地域づくりから学ぶ～
人と人がつながる仕組みをデザインし、
地域の課題を解決しているコミュニティデ
ザイナー山崎亮さんから、全国各地で成
功させてきたプロジェクトの事例やこれか
らの地域づくりのあり方について学びます。

と き ：１０月２７日（火）１８：３０開場
講 演 ：１９：００～２０：４５
講 師 ：山崎 亮 さん（studio-L 代表）
ところ ：美濃加茂市文化会館
対 象 ：どなたでも 入場無料
◆お問い合わせ ・ 申込み
美濃加茂市役所地域振興課定住自立圏推進室

TEL：0574-25-2111（内線 447）

ペットボトルキャップを集めて
東北復興支援！保養活動の支援！

地域間・多様な交流グループ

第５回 加茂地域の著名人を知ろう！
～坂祝の町に企業を立地させた男～
坂祝町出身「兼松 熈(ひろし)」
と き：平成 27 年１０月 2４日（土）
午後 1 時３０分～3 時３０分
ところ：坂祝町中央公民館
講 師：関市 後藤 章氏
（中濃史談論会会員）
主 催：地域間・多様な交流グループ
後 援：坂祝町教育委員会
協 力：みのかも市民活動サポートセンター

キャップの回収のご協力、ありがとうございま
す。これまで、子どものワクチン代にと支援してき
ましたが、支援先を変更します。
支援先：食べるボランティア「チョコボ」の
NPO 法人 KI プロジェクト
http:://www.kipj.jp
回収場所：牧野エコひろば
（第 2・4 日曜日 9 時～11 時）

みのかも市民活動サポートセンター
（生涯学習センター3 階）

東北復興・福島の子どもたちの保養活動の支援のた
め、今後ともご協力お願いします。

「牧野エコひろば」より

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。
毎週金曜日午後
１．情報発信できます！
２．印刷ができます！
市民活動アドバイザー
チラシ一斉発送サービス
用紙持ち込みで印刷無料
による相談会
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
やっています！

３．気軽に打合せできる場所！
スペース利用サービス

４．紹介します！
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

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。

「ｔｅａｍ ５０５」
team５０５

代表

伊佐治

俊樹

team505 は 20 代を中心とし地域の清掃活動を主な活動とした地域活動団体
として、平成 21 年に発足しました。最初は 10 人程度の人数で始まった活動で
したが、今までの活動で参加して頂いた方は、延べ数百人を超える活動となり
ました。
今まで行ってきた活動は、毎月第 3 日曜日のゴミ拾いや、清流国体の前に美
濃加茂市内ボランティア団体様などと行った木曽川の中州合同清掃（木曽川ミ
ナモ作戦）、健康の森で行った健康の森フェスタ、地域団体『キラキラ星』さん
への寄贈活動など、清掃活動以外にも、地域の繋がり、教育、地域貢献など、
様々な活動を行って参りました。
今後も清掃の活動にとどまらず、地域をつなぐイベントや新しい取組などを
行っていきますので、お気軽に参加して頂ければ幸いです。

つながるコーナー

次回の活動は
9 月 20 日(日) 午前に行います。
興味のある方は、こちらにご連絡く
ださい。 連絡先 ： isaji@gmail.com

「facebook team５０５」
で検索してみてください。

