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★ 9 月 1 日～30 日は、防災月間です ★
自然災害には、地震、津波、台風など様々なものがあります。特に最近では、ゲリラ豪雨
による“水害”や“土砂災害”が全国各地で頻発し大きな被害を起こしています。
また、9 月は、台風上陸数も多くなり、自然災害に対する注意が必要です。
この防災月間に、防災について家族そろって考えてみてはいかがでしょう。
・避難路や避難場所 ・緊急時の連絡手段（災害用伝言ダイヤル[171]・家族の携帯電話のメールアドレス）
・災害情報の収集（テレビやラジオで正確な情報） ・避難情報（避難準備情報・避難勧告・避難指示）
・非常持ち出し袋の中身チェック ・近所との助け合う関係づくり ……

●○★昔あそびボランティア養成講座★○●

幼い頃、遊んだ楽しい遊びを、今の子どもたちに伝え、いっしょに遊んでみませんか？
子どもと関わるのが好きな方、得意な昔あそびの技がある方、ボランティア活動に興味のある方、
いっしょに「遊びコーナー」を計画して、イベントに参加しましょう。
回
日
時
内
容

☆ところ
☆受講料

１

10 月 7 日（火）

２

10 月 28 日（火） 折り紙を楽しむ・昔あそびの交流

３

11 月 11 日（火） 竹細工を楽しむ（製作と遊び方）

４

12 月 2 日（火）

５

12 月 14 日（日） 子どもフェスタに参加して「昔あそびコーナー」を出店

いろいろな昔あそびの紹介・交流の計画・ボランティアとは

お手玉を楽しむ（製作と遊び方）・子どもフェスタに向けて

※いずれも 午前 10 時～正午（12 月 14 日のみ、午前 10 時～午後 2 時）
美濃加茂市生涯学習センター（12 月 14 日のみプラザちゅうたい）
無料

お問い合わせ・お申し込み

9 月 10 日(水)より申し込み受付（20 名 ※先着順）

みのかも市民活動サポートセンター

TEL・FAX

0574-28-1979

今年も、延べ２８７名の子どもたちが「夏休みボランティア体験」に元気に参加してくれました。
悪天候のためやむなく中止となったボランティア活動もありました。
受け入れにご協力いただいた団体・施設のみなさん、本当にありがとうございました。
アンケートより

・細かい作業だけど、完成すると感動した。
・本の位置を覚えることができたし、その大変さもわかった。
・人とのふれあいやボランティアの楽しさを実感できた。
・たくさん草取りができて、きれいになって嬉しかった。
・自分の仕事をちゃんとする責任をもつことができた。
・暑い中でもあきらめずにがんばった。

第８回
◇とき
◇テーマ

終了しました！

～さまざまなつながりをめざして～
７月２２日（火）午前 9 時 30 分～正午 ◇ところ 生涯学習センター２０３
～これからのみのかも市民活動サポートセンターのありかた～

16 名の登録者が集まり、『もし自分がセンター長なら、どんなサポ
ートセンターにしていきたいか?』をワークショップ形式で意見交換し
ました。2 分間スピーチ・アイスブレーク（
「好きになった人」の歌で
体操）
・ドリンクタイムもあり、楽しい時間を過ごしました。
◎事務所空間の改善
◎コーディネート力の強化・団体支援
◎ボランティア団体の育成、他団体との連携
◎行政との橋渡し、窓口、情報提供
◎ボランティア協議会や NPO 連絡協議会設立
などなど
〈アンケートから〉
・初めて会う人もいて、他の団体のいろい
ろな意見が聞けた。
・ボランティア仲間の意見交換ができて良
かった。

※皆さんの貴重なご意見ありがとうございました。
※今後のセンター運営に生かしていきます。

7 月 2７日（日）生涯学習センターで、市民団体や企業、学校の環境への取り組みを知ってもら
い、環境について考えるきっかけにしてもらうため開催されました。

みのかも市民活動サポートセンタ
ーでは、個人登録ボランティアさんに
協力してもらい、展示・体験コーナー
に参加しました。夏休み中の日曜日と
あり、たくさんの人でにぎわいました。
《展示》
《使用済み切手・カードの回収》
《エコ工作》

牛乳パックボンボンを作って遊ぼう!!

《エコゲーム》まとあてゲーム!!

小さい子どもさんから大人まで楽しく参加してくれました。大好評でした♪

新しい仲間を紹介します
☆団体 琴城流大正琴 水月会
絆プロジェクト

（敬称略）
…施設で大正琴演奏

登録は１０９団体と

…出前コンサート

個人 64 名です。

はちやあったかサポート隊…子どもの登下校の見守り
☆個人 土屋 亮太さん

…できることなら何でも

☆★あなたの笑顔がパワーになる★☆
ボランティア募集!!
マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知 2015

手と手をつなぐ住民のネットワーク作り事業

町づくりのプロから学ぶ

人と人とのつながり ～絆～

◇とき

平成 26 年 9 月 20 日(土)
受付開始 13 時 15 分～
◇講演会
13:30～14:45 (大研修室)
フェイスブック勉強会 15:00～16:00（視聴覚室）
◇講師 池村 周二さん（美濃市観光協会事務局長）
◇会場 八百津町ファミリーセンター
◇参加無料
◇問い合わせ：080-3689-4413（各務）
八百津町役場 0574-43-2111（総務課）
主催：絆プロジェクト
この講演会はみのかも定住自立圏つながる事業に参加しています

住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム

―活動・研究助成―2015
◇助成の対象となる活動
東日本大震災の被災地の地域再生および被災者の
生活再建をめざした若者の活動や研究
◇助成の対象となる団体
①被災地や被災者を対象に活動する営利を目的とし
ないチーム・サークル・グループおよび NPO 等
②被災地や被災者への支援活動の経験があること
◇助成期間
2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日
◇応募用紙受付期間
2014 年 10 月 15 日(水)～30 日(木)必着
◇お問い合わせ
住友商事(株) 環境・CSR 部(担当：森・安田・上﨑)
TEL:03-5166-6754、3653、3374
URL:http://www.sumitomocorp.co.jp/files/use
r/doc/csr/youth/fund2015.pdf
E-Mail
：
sumisho-youth-challenge@sumitomocorp.co.jp

印刷機・コピー利用案内
種類
コピー

印

刷

単価

用紙サイズ共通

普通紙

10 円

用紙サイズ共通

普通紙

3円

※用紙持ち込みの場合は無料
※印刷 1 原稿につき 1000 枚まで
※インクジェット用紙はご利用で
きません

○開催期間
平成 27 年 3 月 6 日（金）7 日（土）8 日（日）
○活動内容
受付、沿道の整理、ランナーへの給水・給食、
救護所の運営サポート、ランナーサービスなど
○個人、団体、リーダー、パワフルお助け隊
○問合せ：マラソンフェスティバル ナゴヤ・
愛知ボランティアセンター
TEL：052-218-7351
URL:http://www.marathonfestival.com/volunteer/

○各務原 NPO 法人連絡協議会 10 周年記念事業
市民がつくる協働のまちづくり

「協働フェスティバル」
各務原市の様々な分野の NPO 法人でつくる各
務原 NPO 法人連絡協議会では、共に交流を深め
広い視野で地域の課題解決やまちづくりに取り
組んでいます。
◇とき 平成 26 年 9 月 23 日（祝/火）
10 時～15 時
◇ところ 各務原市産業文化センター1F
あすかホール
◇内容 参加団体による販売・工作・体験コーナー
紹介ブース・パネル展示・ステージ発表
主催：各務原 NPO 法人連絡協議会

第 10 回 TOTO 水環境基金
水と暮らしの関係を見直し、再生することをめざ
した創造的な取り組みを助成します。
【助成対象】
地域の水と暮らしの関係の再生または新しい文化
の実現に向けた実践活動（日本国内）
※海外助成もあり
【助成期間】
2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日までの
1 年間
【締め切り】2014 年９月 30 日(火)当日消印有効
【お問い合わせ】
TOTO 株式会社総務部 総務第二グループ
（担当：宗、曾根﨑）
TEL：093-951-2224 FAX：093-951-2718
URLhttp://www.toto.co.jp/company/environment/s
ocial/mizukikin.htm

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。

ひ ま わ り か い

「向日葵会」
向日葵会

平野

いくみ

「向日葵（ひまわり)」という花名は、太陽の方を向いて咲くということで、
中国語の「向日葵」がそのまま当てられました。花言葉は「いつもあなたを見
ています」です。
わたし達の登録団体「向日葵会」は、平成６年に歌謡舞踊のほか内容を少し
広めカラオケも取り入れた演芸ボランティア会として、ひまわりの花言葉「い
つもあなたを見ています」を合言葉に発足しました。
歌謡ヒットソングや懐メロ、股旅歌謡など歌謡曲、演歌の名曲を日本舞踊で
踊ります。
仲間は年齢に関係なく元気を共有し、一緒に笑顔で過ごせる空間と夢を見続
けています。能力豊かなプロの人達のように際立った社会貢献はできませんが、
目標に向かって自分をレベルアップさせる努力を心掛けています。
社会福祉施設やデイケア施設、地域老人会などへの訪問披露活動、そして発
表会などに参加し、皆さんからたくさんの拍手や「良かったょ」
「上手やったょ」
などのお褒めの言葉をいただき、自分が元気づけられるとともに、自身が癒さ
れている気持ちになりました。そして「してあげる」から「してもらった」と
いう思いに変わった瞬間でした。それ以来日頃のお稽古も楽しく続けられてい
ます。
みなさんに伝えたいことは、舞踊を通じて健康で毎日暮らせるように、踊り
大好き人間参集。一緒に踊りを楽しみながらボランティア活動して下さる方の
入会をお待ちしています。

