
みのかも市民活動サポートセンター情報紙 №８９ 平成 28 年 5 月発行 

                       今回の手：山田 尚樹さん 
                                  (地域振興課長) 

                              『大切なものを両手で渡す。その時自然に                              

                                       あなたは相手に正面を向いています。 

すると、相手も両手で受取ってくれるかも』 

     

 

        いま、わたしたちにできること ～美濃加茂市の動き～ 

            ◇義援金の受付：美濃加茂市社会福祉協議会（場所：総合福祉会館） 
                  受付時間 ８：３０～１７：１５ 

              ◇募金箱の設置：美濃加茂市役所、総合福祉会館、各地区連絡所、文化会館、 

文化の森、図書館（中央・東）、プラザちゅうたい、健康の森 

   受付時間 各施設の開所・開館時間 

                [お問い合わせ]  美濃加茂市社会福祉協議会 TEL０５７４－２８－６１１１ 

   みんなの座談会 ～さまざまなつながりをめざして～  

テーマ ： 熊本地震 ～いま、わたしたちができること～ 
     平成 28 年熊本地震の被災地支援、地域での防災、減災活動など考えてみましょう 

と き：平成 28 年６月１８日（土）9:30～11:30  
ところ ： 美濃加茂市生涯学習センター ４０４号室 
話題提供者 ： 美濃加茂市社会福祉協議会 長谷川 武司さん 

ワールドカフェファシリテーター ： 後藤 佳美さん  

     対 象 ： どなたでも 

     定 員 ： ３０名（先着順） 

    《お問い合わせ・お申し込み》  

みのかも市民活動サポートセンター TEL/FAX：0574－28－1979 

 

     かも楽塾  地域活動について学ぼう!（全 4 回 13:30～15:30）受講者受付中！      

 サポートセンターでは今年度こんなことを予定しています 
  『かも楽塾』               ５月１８日(水)・６月８日(水)・２９日(水)・７月２０日(水) 

『みんなの座談会』            ６月１８日(土)・２月の２回開催予定 

『夏休みボランティア体験』        ７月２１日(木)～８月２８日(日) 夏休み期間中 

『まんまるフェスタ』          １１月２６日(土)・２７日(日) 

『ステップアップ講座』          ２回開催予定 

『環境ボランティア養成講座』     １０月以降開催予定            

『多様な活動者（企業など）との連携』 

『市民活動団体広域連携』        などを予定 参加おまちしてます!!  

このたびの平成２８年熊本地震により被災された皆さまへ、心よりお見舞い

申し上げますとともに、被災地域の一日も早い復興を祈念いたします。 

 

 

 

 

 

 

参加無料 

6 月 6 日（月） 

夜間業務をお休

みします。ご迷惑

をおかけします。 



☆第２回『まんまるフェスタ』開催日決定!!  

  市民協働によるまちづくりを目指し、第２回「まんまるフェスタ」を開催します。 

さまざまな分野で『生涯学習・ボランティア・市民活動』されている方たちや地域の皆さんが 

集う多種多様な交流の場です。 

この機会を生かして、地域の絆を築いて、活動の場を広げて楽しみましょう。 

♪と き  平成２８年１１月２６日（土）・２７日（日） 

♪ところ   美濃加茂市生涯学習センター  
みのかも市民活動サポートセンターに登録している人・団体、または、生涯学習センターに 

登録している団体が参加できます。 

新たに参加したい方は、みのかも市民活動サポートセンターまでお問い合わせください。 

☆『夏休みボランティア体験』の受け入れにご協力を！ 

「夏休みボランティア体験」…市民活動サポートセンターと社会福祉協議会との共同事業 

  対象者 …市内小学 4 年生から中学 3 年生まで 

体験期間…７/２１～８/２８の夏休み期間 

子どもたちは、「夏休みボランティア体験」を通して、 

① 自分に合った活動を自ら選んでいく力  

②ボランティア活動での約束を守り、責任を果たすことの大切さ  

 ③大人と一緒に活動することで地域社会とつながることの大切さ 

など、たくさんの『気づき』の体験をします。 

ボランティア・市民活動団体の皆さん！各施設の皆さん！   
今年もぜひ、子どもたちの受け入れにご協力をお願いします。 
 

ステップアップ研修会  

☆情報を発信する方法を学ぼう!!  終了しました 
詳しい内容は、みのかも市民活動サポートセンターの新ホームページ 

http://minokamo-sapo.net で検索してくださいね。 

新しく登録した仲間を紹介します（敬称略） 
 
団体 マカナニ フラスタジオ … フラダンス 

   ポエ モアナ タヒチ … タヒチアンダンス 
   昔話を伝える会 … 製作した昔話の紙芝居を広い年代の

方に伝えていく活動 

   美濃加茂市食生活改善連絡協議会 … 生活習慣病予防のための調理実習指導及び補助                                       
                             母子・成人・高齢者の食育指導（調理実習など）    

個人 井戸 真希さん … 和文化を通じて世代を超えた交流の場づくり 
    本川 栞さん  … できることなら何でも 
    丹羽 茂之さん … 清掃活動 

団体名変更  向日葵会 → ひまわり座 … 日本舞踊・唄 
 

 
 

登録は 

 １３５団体と 
 個人７３名です 

 

 

 

 

 

 
○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。ぜひ見にきてくださいね。 

○みのかも市民活動サポートセンターでは、ボランティア・市民活動の場が広がっていくこと、また登録者
同士のネットワークづくりに活用していただけることを願い、登録者一覧表を作成しています。 

 

参加して盛り

上げよう！ 

http://minokamo-sapo.net/


加茂地域の著名人・貢献者を知ろう！  参加無料 
第８回 七宗町・神渕 

 古代からの歴史を大切に山村に住む人々が 

集い、心豊かな文化を継承している七宗町を学

ぶ講座です。 

と き：平成 28 年５月 22 日（日） 

     午後 1時３０分～3 時３０分 

ところ：神渕公民館（七宗町） 

講 師：林 壽氏 笠井 澄武氏 土屋 茂氏 

主 催：地域間・多様な交流グループ 

後 援：七宗町教育委員会 

協 力：学びによる地域活動実践グループ 

みのかも市民活動サポートセンター 

予告 第 9 回 七宗町・上麻生 

  平成 28 年６月 12 日（日）午後 1 時 30 分～ 

  木の国七宗コミュニティーセンター（七宗町） 

「happy♡netみのかも」イベント情報!! 

  ☆川と森の勉強会☆ 
♪と  き…6 月１１日（土） 
♪ところ…中之島公園 
 川で命を落とす子どもを出さない。その意識と知識を広

げる一日です。 

☆GREEN MARKET☆ 
第１日曜日に開催♪中之島公園9:00～12:00 
6 月 11 日(土)（川と森の勉強会と同時開催） 

7 月 ３日(日)（第１日曜日） 
お問い合わせ・申し込み 

「happy♡net みのかも」のメールアドレスに 
E-メール：minokamo_mamanet＠yahoo.co.jp 
ｆ

https://www.facebook.com/Happynetmino
kamo 

花で明るいまちづくり 「みのかも花づくりの会」 
仲 間 募 集!! 

明るいまちづくりをめざして、各地の道路沿い・公園・
美濃加茂市役所・総合福祉会館・美濃太田駅・プラザち
ゅうたいなどの花壇に花を植えています。          
仲間づくり・生きがい・健康づくりをめざし、いっしょ
にまちを花で飾りませんか。 

花植え募集!! 

♪と き 6 月 3 日（金）午後 1 時～ 
♪ところ 総合福祉会館玄関ロータリー花壇 

※この日は加茂農林高等学校環境デザイン科の生
徒さんと一緒に花植えをします。 

 
お問い合わせ・申し込み 
 みのかも市民活動サポートセンター 

TEL&FAX 0574-28-1979 

 
掲示板 

 

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 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 
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。  

ともびき感謝祭 in八百津「いのちの歌コンサート」 

 ～笑顔の町、八百津へようこそ～ 
 

♪とき…５月２９日（日） 
    ９：００開場～１２：３０終了 
♪ところ…のうひグリーンホール八百津 
       （加茂郡八百津町八百津 4320） 
♪参加費…無料 
 
☆コンサートやショー（10～12 時） 
「ものまね寅さんショー」上ノジョン 
「腹話術」田口京子&しょうちゃん 
「いのちの歌コンサート」 

しょうこ&ゆうこ、ザ・バンク、大野栄潤 
☆地元の特産品の試食・試飲・販売コーナー 
☆「杉原千畝せんべい」など限定プレゼントあり 

お問い合わせ・申し込み 

 TEL：０１２０－２４－０７０２（9:30～17:30） 

共催：シシ丸王国 霞プロジェクト 個別指導 K&S のうひ葬祭 

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 9:00～12:00 
金曜日  12:30～16:30 
※完全予約制なので 

ゆっくり相談できます。 

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.sozaidaisuki.com/web/flower/flo-mix8.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ukk4VfTtIOjImAXxpoCwAg&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNGEhgilx97B2Sbe8jxQ6YMsb7UI9A


◆「ストッコ・カフェ」 
ＤＶＤ(前大統領ムヒカさん)を見ながらお

しゃべりしませんか？ 
と き：6 月 18 日（土） 

１３：３０～１５：３０    

ところ：佐光 宅（美濃加茂中学高校グランド東）    

〈お問い合わせ〉 

０５７４－２５－３０７８（佐光） 

 

         

        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。 

 

地球温暖化に関心のある人、この指と～まれ！ 
                        省エネ（環境家計簿）ＰＪ 佐光裕子 

◎地球温暖化（気候変動）の原因って？ 
◎このまま温暖化が進むとどうなるの？ 
◎温暖化は止めることができるの？     等々…温暖化に関する疑問や不安など結構ありますよね。 

～「みのかも省エネ（環境家計簿）プロジェクト」のメンバーの 2010年～2015年 3月までの活動～ 
・美濃加茂市の８つのプロジェクトの１つとしてスタート 
・ｗｅｂ「環境家計簿ストッコ」にちなんで、「ストッコドッコイ新聞」を毎月発行 
・「エコな料理教室」や年に 4 回くらいの「ＤＶＤ上映会」など開催 
・瑞林寺のご開帳の時に出前講座を依頼され好評。各種イベントにも参加 
・ボランティアで毎月１回の集まりは気楽に趣味の旅行の話や好きな話題などで盛り上がり 

でも…終了しました。 

温暖化がこのまま何もしないで続くと、どうなるの？ …止まらなくなります。 

●気候が今までと違って極端になります。 

・真夏日（30℃以上）が今よりもっともっと多くなります。  

・台風は超大型化します。日本列島をすっぽり覆い、風速８０メートルも！ 

・夏にひょうが降ったり、冬に雪が降らなかったり。竜巻・突風が頻発したり！ 

⇒農作物への影響が心配→食料輸入量 60％以上の日本はだいじょうぶ？ 

●温暖化による気候変動は、CO２排出をゼロにしても元に戻ることはありません。 

その時の気候が千年続くと言われています。 

●今では、温暖化を止めることはできません。 

できるのは CO２などの温室効果ガスの排出を一刻も早く止めて、進行を緩やかにすることだけです。 

★今がＣＯ2を出さない社会にシフトする、最後のチャンスです。でないと間に合わない！ 

  世界で一番貧しい大統領ムヒカさんはリオ会議でのスピーチの中で「もしもインドの人たちが、ドイツ

人が 1 世帯で持つ車と同じ数の車を持てば、この惑星はどうなるのでしょうか。息するための酸素がどれ

くらい残るのでしょうか？」と、現代の消費社会に警鐘を鳴らしました。 

 今の生き方、今の選択が、これから生まれてくる子どもたちの運命を左右する。私たちの生き方ひとつで

未来を変えることができるのです。こんなに生きがいのある時代はないですよね！ 

 

つながるコーナー ご一緒にやりませんか？まずは気楽におしゃべりから 

の回収ごみ 

 

みんなの声が集まれば №76 

新会員募集！！ 
◆ストッコドッコイ新聞の発行  

温暖化について学びその危険や 
対処法など広く伝える 
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！ 

  

 

http://www.google.co.jp/url?url=http://ameblo.jp/mikkon2010/entry-11201835396.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=853eVNnxB-G2mwWksoHwBA&ved=0CDIQ9QEwDji0AQ&usg=AFQjCNGrU48jg3Y9b2pW2_S37YjqfIjfFQ

	28.5表紙.pdf
	28.5 2枚目(新）.pdf
	28.5　掲示板.pdf
	28.5  4枚目.pdf

