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                      今回の手：渡邉春文さん 
（地域振興係長）                          

                              小さなことからコツコツと、 

                                   皆さんと一緒にまちづくりをしましょう！ 

 

 

 

 

  市民活動アドバイザーの北村隆幸さんと、おいし～いインスタントコーヒーを飲みなが
ら、気軽におしゃべりする場『さぽさぽカフェ』を月１回開催することにしました。 
月ごとのテーマについて、わいわいとおしゃべりしましょう♪ 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    場 所：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 303号室（美濃加茂市太田町 3425-1） 

参加費：無 料 

定 員：７名程度 

問合せ：みのかも市民活動サポートセンター  
TEL&FAX：0574-28-1979 
E-mail   : volunteers＠mail２. city.minokamo.gifu.jp 
URL   ：http://minokamo-sapo.net  

お気軽にどうぞ!! 

第１回  10:00～11:30 

７月２７日（水） 
 
 

第２回  13:30～15:00 

８月１９日（金） 
「助成金をもらう 
  っていい話？」 
   
 

第３回  10:00～11:30 

９月２１日（水） 
「助成金をもらう 
  っていい話？」 
   
 

第４回  13:30～15:00 

１０月２１日（金） 
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『まんまるフェスタ』参加のみなさまへ  

第一回実行委員会のお知らせ 

♪と き 平成２８年７月６日（水） 
午後７時～８時 

♪ところ 生涯学習センター ２０１  

※当日欠席される方は、サポートセンタ
ーまでご連絡ください。後日、資料と参
加申込書を取りにきてください。 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

平成 28年度第 1回「みんなの座談会」を終えて H28.6.18 
 

長谷川武司さん（美濃加茂市社会福祉協議会）から、 
熊本地震直後の被災地・被災者の現状をお聞きしました。      

 その後、後藤佳美さんをファシリテーターに迎え、 
ワールドカフェ方式による意見交換を行いました。 

① 話を聞いて一番心に残ったこと  
②日頃の活動を通して災害時にお役に立てること 
③『できますゼッケン』 

最後にみんなで感想を共有し合い有意義な時間を過ごしました。 
  

                   
 
 
 

 

ちょっといい  はなし 
5 月 27 日、美濃加茂市役所の花壇にきれいな花が植えられました。 
 みのかも市民活動サポートセンターの登録団体「みのかも花づくりの会」の 

みなさんの活動でいつもお世話をしてくださっています。 

季節の花を美しく咲かせ、来庁のみなさんの心を和ませてくれて 

います♪ 

     この他に、クリーンパートナー制度『ピカまぁる隊』で活躍して 

いるサポートセンター登録団体を紹介します。 

 「ロマンチック街道美楽隊」・「team５０５」 

 
新しく登録した仲間を紹介します（敬称略） 

 
団体 ダンスサークル・ウイング・・・社交ダンス 
    HPD-team … チアダンス・産後のボディ-メイクストレッチ・ 

シェイプアップレッスン（18～50歳未満対象）・ 
    音楽に合わせて健康体操（50～80歳対象） 

個人 ヤマモト オオタキ ナタリア ・・・ 福祉のお手伝い 
     

登録は 

 １３７団体と 

 個人７４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！ 
のうひ「かわら版」で 
イベント情報掲載 募集！ 

可茂管内の新聞折込チラシ「のうひか
わら版」に地域活動のイベントを無料掲
載できます。 
 発 行 日：１０月１５日（土） 
申込期日：９月１０日（土）※先着順３件 
原稿締切：9 月１５日（木） 
申 込 先：みのかも市民活動サポートセンター 
協  力：のうひ葬祭株式会社 
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大八講座 播隆（ばんりゅう）入門 

～山の播隆 里の播隆～  
と  き：７月１７日（日） 

    午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

ところ：中山道太田宿 小松屋（美濃加茂市） 

講 師：黒野こうき（地方史研究家） 

会 費：500 円（予約不要）  

主 催：大八文庫/草鞋の会 

※中山道太田宿の脇本陣前・私営駐車場(無料)を

ご利用ください 

お問い合わせ・申し込み 

  TEL：０８０－３６８１－００９７（古藤） 

平成２８年防災サマースクール 開催！ 

 「災害時の「食」を親子で考えよう！ 
～災害を乗り越える知恵～ 

災害が起こった時、何日分の食料があれば大丈夫？ 
災害用の特別な保存食は絶対必要？ 

「今」災害が起こったら…。ちょっと考えてみませんか。 

と き：７月２３日（土） 
9:00～11:00 防災ワークショップ 

11:00～12:00 災害非常食作り 
12:00～13:30 非常食試食（昼食） 

ところ：総合福祉会館 

講 師：岩井慶次さん（防災士） 

    中西里映子さん 

（認定 NPO 法人ｱﾚﾙｷｰ支援ﾈｯﾄﾜｰｸ） 
お問い合わせ・申し込み 
 美濃加茂市社会福祉協議会 （長谷・山野） 
TEL:0574-28-6111  FAX：0574-28-6110 

加茂地域の著名人・貢献者を知ろう！講座  参加無料 
第１０回 美濃国太田宿 美濃の尊徳 
     福田 太郎八幸周 

 人民に大きな利益を与えるために自らの私財を

投じて、自治・民政・産業・教育・慈善救済の多分

野に亘って、地方自治に奔走した美濃の尊徳と言っ

ても過言ではない人物のお話です。 

と き：平成 28 年８月 2１日（日） 

     午後 1 時３０分～3 時３０分 

ところ：太郎八幡神社境内 西町公民館 

講 師：鈴木 勲（主催団体 代表） 

主 催：地域間・多様な交流グループ 

後 援：美濃加茂市 

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 

                     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。 

                  
       

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。 

ぎふ NPO センター講座案内 

“想い”を“かたちに”～NPO法人設立講座～ 
と き：8 月 23 日（火）、9 月 17 日（土） 
        13：30～15：30 

7 月 29 日（金）、9 月 30 日（金） 
        18：30～20：30 
    ※4 日とも、全て同じ内容 

『かたち』になったら ～NPO法人運営講座～ 
と  き：7 月 12 日（火）13：30～15：30 

8 月 12 日（金）18：30～20：30 
※2 日とも、全て同じ内容 

会 場：ぎふ NPO センター 
（岐阜市藪田南 5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎 3 階） 

参加費：500 円（資料費込み） 

申し込み締め切り：各開催日の 4 日前まで 

お問い合わせ・申し込み 
特定非営利法人 ぎふ NPO センター 
TEL：058-275-9739 
E-mail：npo@gifu-npocenter.org 
URL：http://gifu-npocenter.org/ 

TEL:0574-28-6111
mailto:npo@gifu-npocenter.org


詳しい活動内容については、インターネッ

トで【happynet みのかも】で検索していた

だき、フェイスブック、ブログをご覧くださ

い。お問い合わせ、活動についての質問は、

minokamo_mamanet@yahoo.co.jp まで 

メールをお願いします。 

 

 

 

 

         

   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。 

 

 

多くの方に支えられて 

                ｈappy♡net みのかも 代表 渡邉 和代          
  
私達 happynet みのかもは、５年程前から活動を始めました。 

 主なメンバーは、３０～４０代の女性が１０人程です。それぞれ職
業も様々です。元々知り合いだった訳でもなく、活動を続けていくう
ちに自然に縁が繋がり、一緒に活動するようになりました。そして、
そんな私達を支えてくれる男性サポートメンバーが１０名程の、合わ
せて２０人程で活動しています。 

 
活動内容について聞かれると、「あったらいいな、をカタチにするグ

ループです。」と答えることにしています。 
スイーツの企業が沢山ある美濃加茂市だから、それにちなんだイベ

ントがあるといいよね、ということで企画したのが『SWEETS 
WALK』。美濃加茂の川と森を楽しむ機会を、ということで『川と森の
勉強会』。子ども達を手つかずの自然の中で自由に遊ばせたい、という
ことで『arinco プレーパーク』。循環型消費社会を目指すためにと始
めたのが、月１回のフリーマーケット『GREEN MARKET』。 
「こんな社会になったらいいな。」「こんなまちに住みたいな。」「こんな時間を過ごしたい。」

と思ったら、誰かがお膳立てしてくれるのを待つことはしません。自分達で創るのです。 
  
勿論、どの企画においても、私達だけで実現できることなんて１つもありません。どのイ

ベントも多くの方に御協力いただき、御参加いただいているからこそ、やっと形になってい
るだけのことです。力仕事を引き受けてくれる男性スタッフ、私達がお願いした仕事を引き

受けてくれるボランティアの方々、安全に活動でき
るよう環境を整備して下さる方など、多くの方のお
時間と心をいただいていることに対して、感謝の気
持ちでいっぱいです。 

 
 今後も今までと同じように「あったらいいな」を
形にするために活動を続けていきます。そして、市
民活動サポートセンターを通して、いろんなグルー
プの方々と出会い、素敵な繋がりを創ることで、美
濃加茂の発展に少しでも力を尽くすことができたら
と思っています。 
 
みんなで素敵なまちを創っていきましょう。 

つながるコーナー  

 

の回収ごみ 

 

 

みんなの声が集まれば №77 
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