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                      今回の手：後藤 大輔さん 
（地域振興課）                          

                                みんなの手が集まれば、 

                               どんな事でも頑張れる！！ 

 

        ○●○ 環境ボランティア養成講座 ○●○ 

 

 

 身の回りの生活の中で、環境について気になることはありませんか？ 
実際に環境活動を実践している方からお話を聞いて、興味のあること、できることから一歩
を踏み出してみませんか？ 

   場 所：生涯学習センター２階 203号室（美濃加茂市太田町 3425-1） 

定 員：２０名程度（先着順） 

問合せ申込み：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  

 

夏休みボランティア体験ご協力ありがとうございました!! 
 

今年も、述べ２９１名（過去 5 年間で最高の人数です！）

の子どもたちが「夏休みボランティア体験」へ元気に参

加してくれました。受け入れにご協力いただいた団体・

施設の皆さん、本当にありがとうございました。 

参加無料!! 

第１回 10月 6日(木) 
「環境ボランティアとは」 
講師：NPO法人みのかもグリーンネット 

第２回 10月 27日(木) 
「自然環境について（森林整備・花植え）」 

講師：みのかも花づくりの会 
        みのかも森と林の会 

   
 

第３回 11月 17日(木) 

「地球温暖化防止について」 
講師：省エネ･環境家計簿プロジェクト  
  農楽友の会～自然農学びの場～  
 
 
 
 
 

第４回 12月 8日(木) 
「清掃活動･リサイクル活動について」 
   講師：ロマンチック街道美楽隊 
        牧野エコひろば 
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※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。 

11/27（日） 
味ごはん 300円（美濃加茂善意銀行） 

五平餅200円おはぎ3個300円(ぼちぼちや) 

『まんまるフェスタ』参加のみなさまへ 第２回実行委員会のお知らせ 

♪平成２８年１０月１２日（水）午後７時～８時 
♪生涯学習センター ２０１ 

＊部屋割り・発表順などの協議 
                    ＊まんまるフェスタの飲食バザーの予約注文を 

受け付けます。 

 
 
 
 

 

OPENしました!!  
 おいし～い“インスタントコーヒー”を飲みながら、和やかな 
雰囲気でとってもいい時間をすごせました♪ 

  
第１回：集客っていっつも大変やよね～ 

     「集客」について、成功例と失敗例 
     を発表しアイデアを出し合いました。 
第２回：助成金をもらうっていい話？ 

「助成金」の申請書の書き方のポイント、 
 流れを教えてもらい、自分の経験を話し合いました。 

アンケートより 
・今すぐ使える集客法がわかった。 
・集客の方法や集客できなかったときのテクニックなど知らなかった 

 ことが学べて良かった。大変参考になりました。 
・みんなが気楽に集まっておしゃべりできる場がどんどん増えるといいです。 

・助成金・補助金を使ってどうしたいのか、目的やビジョンが必要であることがわかった。 

今後の予定 

第 3 回  9/21（水）10:00～11:30 寄付をしてもらえる団体になりたい！ 

第 4 回 10/21（金）13:30～15:00 新しいメンバーがちっとも入らへん 

人数にまだ若干余裕があります。興味のある方、お申込み待ってます。（28-1979） 

 
 新しく登録した仲間を紹介します（敬称略） 

 

団体 古井地区多文化共生推進座談会・・・外国人との共生 
    ハイタッチ GO・・・ハイタッチでｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれるまちづくり 

NPO法人 しつもん力普及協会スマイル・・・子どもの自立支援や 
子育て支援を重点に「しつもん力」を活用する各種講座開催 

     

登録は 

 １４１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！ 

11/26（土） 
やきそば 400円（美濃加茂やきそば復刻会） 

おはぎ 4個 300円（調理グループなでしこ） 
五平餅 200円 味ごはん 300円 
モロヘイヤ大福 3個 350円（ぼちぼちや） 



大八講座  

古墳のイロハとその魅力 
   ～木曽川流域の古墳を中心に～ 

と  き：９月１８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：西松 賢一郎 

（大口町歴史民俗資料館学芸員） 

会 費：500円（予約不要）  

主 催：大八文庫/太田宿草鞋の会 

※中山道太田宿の脇本陣前・市営駐車場(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） 

 女声合唱 ♪ くれっしぇんど ♪ 
第１部  コーラスと朗読で綴る「宿題」 

第２部 「みんなで歌おう」 

と き：９月２２日（木） 
開  場： 13:00  開 演：13:30 

ところ：美濃加茂市東図書館２階視聴覚ホール 
入場料：無料 
主 催：くれっしぇんど 
共 催：美濃加茂市東図書館     
お問い合わせ             
 美濃加茂市東図書館 TEL:０５７４－２６－３００1 
 

♪ドリームコンサート「くれっしぇんど」 
と き：９月９日（金）19:00 開演 

ところ：美濃加茂市文化会館 ホワイエ ♪入場無料 
運営協力：みのかも夢見工房 
お問い合わせ：美濃加茂市文化会館（２５－１１０８）             

 美濃加茂市東図書館 
加茂地域の著名人・貢献者を知ろう！講座  参加無料 

第１１回 明治初期と村雲蔵太 

 東白川村神土神村の茶菴堂～安楽寺に移った 

西国三十三観音像（坂祝町・安楽寺） 

と き：平成 28 年１０月１５日（土） 

    午後 1 時３０分～3 時３０分  

 

ところ：はなのき会館/別館ホール（東白川村）  

講 師：千早 保之（中津川苗木遠山資料館/資料調査員） 

主 催：地域間・多様な交流グループ 

後 援：東白川村教育委員会 

協 力：東白川村歴史由来研究会 

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
※「相談」というより、まずは、お話
して頭の中を整理しませんか。 

かもまる住民体験講座（定住自立圏関係） 
神渕の文化財と 

晩秋の間見峠越えのみち 

晩秋の間見峠と山村の秋姿 
龍門寺の文化財と住職の法話 
古民家で秋色弁当を味わいます 

（マイクロバスで移動、6 ㎞程度の歩きです） 

と き：１１月１９日（土）9:00～15:00 

集合時間：午前 9時 

集合場所：坂祝町中央公民館 

講 師：みのかも・坂祝つなぎ隊 

参加費：1000円（昼食代）    

定 員：20名 

主 催：坂祝町教育委員会（TEL：26-7151） 

お問い合わせ・申し込み 

9 月 14日(水)午前 9時から、坂祝町中央公民館

窓口で直接申込み 

TEL:０５７４－２６－３００1
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今後も引続いて、外国人の方々と一緒に汗を流し

ながら活動を行っていきます。 

多文化共生に興味のある方は、 

土屋（携帯０９０－２５７２－８３６４）まで 

連絡願います。共に、よき汗をかきましょう。 

 

 

 

         

   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。 

 

「多文化共生・アグリ交流グループ」 

           多文化共生・アグリ交流グループ 代表 土屋 芳郎  

         
 私達の「多文化共生・アグリ交流グループ」は、岐阜県・美濃加茂市・坂祝町が推進す
る「地域づくり型生涯学習」モデル事業の一つのグループとして誕生しました。 

「日本人と外国人がお互いに理解できるためのきっかけとして、農業・食文化を通じて

相互の理解を深め、地域で【顔の見える】関係ができるように多文化共生・交流を図る」 
という目的を目指して、平成２２年５月に発足しました。 

当初は会員４名でしたが、少しずつ輪が広がって１４名にな
り、年会員を含めますと約５５名になりました。 

しかし、外国人の在住人口からするとほんの一部かもしれま
せんが、小さな小波がゆっくりでもよいので大きな大波となっ
て、外国人と日本人が「顔の見える関係」になっていけばと願
い「声掛け」を第一に活動を行っています。 

 各種イベントには、多くの外国人の親子さんに参加していた
だき 言葉・文化・習慣が違っても一緒に汗を流しながら多文
化共生を楽しんでいます。 

 地球は、ひとつだと実感できると思います。ぜひ一度、イベ

ントに参加して楽しんでください。お待ちしております。 

活動内容 

（１） じゃがいも・サツマイモ・トウモロコシ・アボブリンニャ等の種まき 

（２） 草取り作業の実施 

（３） 外国籍の親子農業体験（じゃがいも等の収穫） 

（４） 外国籍の親子いも掘り体験（サツマイモ収穫） 

（５） ブラジル・ヘルシー料理教室の開催 

（６） 「まんまるフェスタ」に参加 

（７） 坂祝町公民館まつりに参加 

（８） 加茂地区学びによる地域づくり実践活動の発表会に参加 

 

つながるコーナー  

 

みんなの声が集まれば №78 
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