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今回の手：大畑 英樹さん
（市民協働部長）
広がる手と手を繋げれば、絆の輪
が繋がって、みんなが笑顔になる。

まなびとボランティアの祭典、まんまるフェスタ
“まぁるいまちみのかも”から 今年も元気に開
催いたします!! まんまる笑顔がはじけます♪

１２月２日(土)
10：00 ～ 16：00
３日(日)
9：00 ～ 15：00

１2 月２日（土）

於：２０１号室

１０：００
１０：１０

開会式
オープニング カモン！MINOKAMO！
～シンガーソングライター 田中慈人さん～
１０：４０～１２：００ ステージ発表
１３：００ 特別企画 「踊ろう！盆ダンス ～カモン！MINOKAMO！～」
１３：４５～１５：２０ ステージ発表

田中慈人 さんの生歌に合わせて盆踊り
を参加者全員で踊ろう！！

舞童（まいどう）さんによる振付レッ

１2 月３日（日）
１０：００～１２：２０ ステージ発表
１３：００～１４：４０ ステージ発表
１４：５０～１５：００ 閉会式

スンで誰もが簡単に踊りをマスター！
とにかく参加して楽しんだもの勝ち！！
さぁ！みんなで踊ろう！盆ダンス！

おいしい食べ物

☆かも丸・かも美と写真撮影！
☆市役所探検ツアー！
☆健康課企画！
☆コーヒー募金
※展示は、終日ご覧いただけます

ありますよ♪

楽しい体験が
できますよ♪

遊びに
きてね♪

皆さんの活動をより良くする

ワンポイント掲示板
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。

第５回「マスコミに取材してもらう方法って？～プレスリリースの書き方」
情報提供：北村 隆幸さん

メディアに情報を送る

取り上げてもらいやすい
アピールポイント

・市役所内記者室のポストへ
・直接 FAX
・直接訪問
・テレビ局には直接郵送

・独自性・新規性
・波及性・子どもと若者と季節感
・偏ってないもの

プレスリリースをちゃんと作る
・キャッチコピー・写真を入れる
・ポイントを囲む・5W1H
・写真的・映像的な見せ場を書く
・事業の物語(きっかけ→実行)

情報提供：木澤収平さん（かもの子ども食堂）・美濃加茂市社会福祉協議会
木澤さんは、民生委員の活動の中で、子どもたちに「月に一度でも思い切り食
べさせてあげたい」
「楽しく集まれる場所を作ってあげたい」と思っていました。
そこで民生委員の OB や加茂野町民に呼びかけ、社会福祉協議会と一緒に、今年
の 6 月、あまちの森で「かもの子ども食堂」を OPEN されました。
資金が無いなかでの立ち上げや、現在の様子、今後の方針をお話いただく中で、
木澤さんの「派手なことはできないが、みんなで力を合わせることで、子どもた
ちにもスタッフにも楽しんでもらい、少しでも長く続けていきたい」という言葉
が印象的でした。
木澤さんのやさしい笑顔が、子どもたちや見守る人々への癒しになっているよ
うです。
「かもの子ども食堂」の立ち上げに協力した社会福祉協議会の長谷さんは、
「これをきっかけに今後は色々な子ども食堂ができるといい」と語りました。
子どもたちの笑顔を増やす「子ども食堂」の活動が広がっていくといいですね。

次回予告

第７回１１月２２日(水) 10:00～11:30

素敵な笑顔です♪

第６回「子ども食堂について話そう」

社会福祉協議会の
支援内容
① 釜、鍋、食器類の
貸出
② 事務手続き
③ 食材・メニューの
相談など

情報提供：北村隆幸さん

「ボランティア活動と夫婦関係/家族関係について話そう」

第８回１２月１５日(金) 13:30～15:00

情報提供：のうひ葬祭 岩田光平さん

「企業との連携方法について話そう」

☆ギター・マンドリン音楽サークルひまわり☆
１０月２１日（土）第２３回健康福祉すこやかフェスティバルで、長年にわたり、保育園、幼
稚園、福祉施設等での演奏を通して多くの方々に「癒しの空間」を提供する活動により、社
会福祉（ボランティア）に貢献したことが称えられ、『社会福祉功労表彰』を受けられました。

新しく登録した仲間を紹介します（敬称略）
団体 ・みのかもきらきらエコハウス…中之島公園で資源回収

登録は
団体１４５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。ぜひ見てみてくださいね。

みんなで花を植えよう♪

参加募集!!
「みのかも花づくりの会」のメンバーと一緒に
パンジーの花を植えませんか？
✿とき……１１月１８日（土）
午前９時～（少雨決行）
✿ところ…美濃加茂市役所前花壇
✿対象……どなたでも
✿持ち物…スコップ（ある人）、軍手

加茂地域の著名人・貢献者を知ろう！講座

問合せ・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

問合せ・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

♪ バイオリンと歌う会 ♪

第１７回 山之上台地開拓の歴史
と き：平成 29 年１２月１７日（日）
午後 1 時３０分～3 時３０分
ところ：山之上交流センター１階
講 師：山田 弘司 氏（白隠禅師顕彰会会長）
主 催：美濃歴史おもしろ座談会

大八講座

バイオリンの演奏に合わせて、
いっしょに歌いましょう♪
とき・ところ：
11 月 12 日(日)上古井交流センター1 階
12 月 10 日(日)生涯学習センター301 号室
内容 午後２時～ バイオリンの伴奏で歌う
午後３時～ バイオリン演奏を聴く
主催 MT 椋バイオリンクラブ
問合せ みのかも市民活動サポートセンター
TEL：0574-28-1979

助成金のお知らせ

「フルートと三味線によるコンサート」

♪フルート 安西達彦さん
♪三 味 線 鈴木 茂さん
と き：11 月 19 日(日)午後 1 時 30 分～3 時
ところ：中山道太田宿 小松屋（美濃加茂市）
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
問合せ・申し込み
TEL：０８０－３６８１－００９７（古藤）
美濃加茂市観光協会

◎2018 年度環境市民活動助成 11/30 締切
活動、NPO 自立強化、緑化植花、清掃
(一財)セブン-イレブン記念財団
◎地球環境基金助成金
12/11 締切
環境保全に関する幅広い分野
(独)環境再生保全機構
◎全日本社会貢献団体機構助成 12/15 締切
①子どもの健全育成支援事業
②災害復興コミュニティ支援事業

第１回 デジタルフォトコンテスト
～好きな所、紹介したい所を撮ろう!!～
テーマ
「美濃加茂のココが好き！」部門
「こんな美濃加茂は知ってる？」部門
応募期間：平成 30 年 3 月 2 日（金）まで
問合せ：美濃加茂市観光協会事務局
（美濃加茂市産業振興課内）
TEL：0574—25-2111（内線 251）

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！
チラシ一斉発送サービス
市内交流センター・公共施設に配布

３．気軽に打合せできる場所！
スペース利用サービス

✿開館曜日・時間

２．印刷ができます！
用紙持ち込みで印刷無料
1 原稿につき 1000 枚まで

４．紹介します！
つながりづくりの相談
ボランティア紹介

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 12:00～16:30
※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。

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
TEL：０５７４－２８－１９７９
お気軽にサポートセンターへお立ち寄りください。

みんなの声が集まれば №79
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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。

皆様の笑顔が 私達の喜び
皆様の歌声で 私達の胸が熱くなる
ぐう・ちょき・ぱあ 代表

小関しず子

私達は、オカリナを始めて 10 年になります。
オカリナの美しい音色に魅了されて、自分で吹いて、それを聞いていられたらどんなにい
いことかと思ったものです。人様に聞いていただくなんて、考えてもいませんでした。
ボランティア活動のきっかけは、習い始めて間がないのに、幼稚園やご老人の施設などに、
先生に連れられて行ったことです。
先生が行けないときに、不安ながら私達だけで何カ所かお邪魔するにつれて、皆様がオカ
リナに合わせて歌ったり、一緒に遊んだり、お茶を飲みながら私達と嬉しそうにお話してく
ださったり、私達を待っていてくださることを知りました。
それが、私達の大きな喜びとなってまいりました。今では、ご老人の施設をはじめ、作業
所、小学校、お寺様、公民館サロンなど、様々な方々からお声をかけていただいて、勿体な
くも、大変に有難く思っております。
少しでも多くの待っていてくださる方々にオカリナの音をお届けして、皆様の笑顔を見せ
ていただくのを、とても楽しみにしています。
これからも、「みのかも市民活動サポートセンター」の職員様のお力を借りながら、皆様
と楽しいひとときを共有していけたら、私達の最高の喜びと存じます。
どうぞ宜しくお願いします。

つながるコーナー
まんまるフェスタのステージに登場します!!!
ぜひオカリナの音色を聴きに来てくださいね。
出演日時１２月２日(土)13:45～14:05
場所：生涯学習センター２０１号室

