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 みんなの手               
  

今年は、美濃加茂市制 60 周年。 

「ボランティアまつり in みのかも」と「生涯学習フェスティバル」を

合同開催します。 

さまざまなボランティア・市民活動・地域活動の団体や活動者、生涯

学習サークル・活動者が、出会い、交流の機会となり、お互いの活動を

認め励まし合って、今後の活動に向けて、仲間づくり・連携づくりの一歩をめざしましょう。 

 

   
 

 
 

 

「講話と交流」11/30（日） 9:30～11:30  
♪ 講師  栗木 剛さん 
      （motto ひょうご事務局長） 

 ♪ 内容  「 まなびとボランティア」 
 ♪ 対象  どなたでも 
 ♪ 定員  90 名（先着順） 

 
◆お問い合わせ・申し込み先：みのかも市民活動サポートセンターへ 

         ＴＥＬ：０５７４－２８－１９７９ 
                         

お知らせ 11月27日(木)は準備のため、みのかも市民活動サポートセン
ターの開館時間は、9:00～17:00、夜間は休みとなります。 
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 

生涯学習センター３F 
TEL＆FAX ２８－１９７９ 
E-mail : volunteers＠mail２. 

city.minokamo.gifu.jp 
URL：http://www.city.minokamo.gifu.jp/home/ 

sosiki/machi/VOLUN/volun.html 
 

http://www.city.minokamo.gifu.jp/home/


ステージ活動発表♪３０日 11:45～♪ 
みのかもアルプホルンクラブ     （アルプホルン） 
NPO 法人虹の里          (活動紹介・うた) 
医療ボランティア命           （活動紹介） 
ララ・ルー              （読み聞かせ） 
ポーポーハウ        （ハワイアンフラダンス） 
加茂更生保護女性会           （活動紹介） 
絆プロジェクト               （うた） 
Dog ボランティアクラブ     （活動発表・クイズ） 
あじさいハーモニカ          （ハーモニカ） 
省エネ・環境家計簿プロジェクト    （環境クイズ） 
ラインみのかも             （活動発表） 
ハラウ フラ オ ポハイアヌヘア     （フラダンス)               
笑和っ子                     （オカリナ）   
童謡クラブ with 柘植洋子      （うた・手話うた） 

東日本大震災被災地応援 
◆花みずき…コーヒー募金（３０午後） 
◆神谷幸子…布ぞうり募金（３０午後） 
 

 ボランティアまつり inみのかも 参加団体一覧♪29 日・30 日 
                                  

                               

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                            

 

 

 
 

 
 

新しい仲間を紹介します  （敬称略） 
 ☆団体  太田のわたし …老いも若きも障がい者も健常者も一緒にまちづくり 
        加茂野農水産加工グループ …水田の有効利用活動 
        あじさいハーモニカ同好会 …ハーモニカ演奏 
        おおきなきSakahogi

さ か ほ ぎ

 …ブラックパネルシアター・人形劇 
                       ペープサート・読み聞かせ 
 ☆個人 細江 茉帆さん …できることなら何でも 

体験  
◆みのかもアルプホルンクラブ    …アルプホルンを吹く体験 

◆みのかもおもちゃ病院        …プラレールひろば 

◆太田宿草鞋の会 …バスタオルで布ぞうりつくり（29・30午後） 

◆美濃加茂お手玉の会 …お手玉つくり、お手玉遊び（29午前） 

◆スクエアステップ 1.2.3.4 …スクエアステップ運動（29午後） 

◆ラインみのかも      …OHCを使って要約筆記体験（３０） 

◆NPO法人虹の里…一輪ざし作り・お菓子つり・わなげなど（30） 

◆Dogボランティアクラブ…ボランティア犬とふれあい（30午後） 

◆工作 ふしぎな泉           …花瓶敷きの指編み（30） 

◆琴城流大正琴 水月会       …大正琴（29） 

 

 

展示   
◆NPO法人 みのかもグリーンネット 

◆医療ボランティア命    ◆ラインみのかも 

◆子育てサロンぱんだ    ◆コーラス秋桜 

◆みのかもアルプホルンクラブ 

◆スクエアステップ 1・2・3・4 

◆美濃加茂善意銀行    ◆童謡クラブ 

◆みのかも森と林の会    ◆はなそう会 

◆ファミサポサロン山之上「グランマ」 

◆イベント実行委員会    ◆牧野エコひろば 

◆災害ボランティア 美濃加茂奉仕 

◆農楽友の会～自然農学びの場～ 

◆人とイヌの共生まちづくりの会 

◆NPO美濃加茂明るい社会づくり運動協議会 

◆美濃加茂掃除に学ぶ会  ◆むくどりの会 

◆みのかも・坂祝つなぎ隊  ◆笑和っ子 

◆地域間・多様な交流グループ 

◆みのかも「花づくりの会」  ◆ママのポケット 

◆かもの子ども見守り隊    

◆みのかも油彩画サークルけいしん会 

ブース  
◆加茂更生保護女性会     …活動紹介 
◆みのかもアルプホルンクラブ …アルプホルン展示 
◆多文化共生アグリ交流グループ…ブラジル野菜展示  
◆Dogボランティアクラブ     …活動紹介 
◆NPO法人ナイスデイ      …流木作品展示 
◆調理グループ なでしこ    …活動発表 
◆happy♡netみのかも      …活動紹介（２９） 
◆みのかもおもちゃ病院     …おもちゃ修理（30） 
◆ラインみのかも     …要約筆記の活動紹介（30） 
◆NPO法人虹の里    …活動紹介（30）  
◆シシ丸王国       …活動紹介（30）  
 
 

販売  
◆加茂更正保護女性会   …手作り小物・刑務所の製品・フリマ  

◆NPO法人ナイスデイ     …雨漏りストップ剤・キャンドルなど 

◆美濃加茂お手玉の会   …お手玉（29午前） 

◆みのかも・坂祝つなぎ隊  …おこわおにぎり（29午前） 

◆happy♡netみのかも     …くじ（29） 

◆調理グループなでしこ    …おはぎ（29） 

◆NPO法人虹の里 …五平もち、カットケーキ・いもようかん（30） 

◆みのかも支え愛リング    …ぜんざい・綿菓子（30） 

◆工作 ふしぎな泉   …座布団・風呂マット・布ブローチ（30） 

◆美濃加茂善意銀行 …味ご飯・お茶・アクリルたわし・小物・（30） 
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会場飾り  
◆美濃加茂ジュニアリーダーズクラブ…バルーン 
◆フラワーボランティアあじさい   …ミニフラワー 

ステージ発表♪29 日 9:30～♪ 
琴城流大正琴 水月会       （大正琴） 
コーラス秋桜          （コーラス） 
Do-Re-Mi   （ヴォイスアンサンブル） 
メレモエフラサークル     （フラダンス）                                      

登録は１１２団体と 

個人６６名です。 



一般財団法人セブン‐イレブン記念財団 
201５年度公募助成 

４種類の助成制度で環境市民団体の活動を支援 
・ 活動助成 ・自立事業助成 
・ 清掃助成 ・緑化植花助成 
○応募期間  
 2014年 11月 1日～2014年 12月 15日 

               当日消印有効

お問い合わせ  

一般財団法人セブン-イレブン記念財団 
   TEL：03-6238-3872 
   FAX：03-3261-2513 
   URL：http://www.7midori.org 
      E-mail：oubo.1５b@7midori.org 

    花で明るいまちづくり 

   花植え参加募集!! 
 

「みのかも花づくりの会」が道路脇の花だんに季節の花 
を植え替えます。いっしょに花植えに参加して、道行く 
人たちの目を楽しませてみませんか。 
✿とき……１１月１５日（土） 

午前 8 時 30 分～10 時 30 分（少雨決行） 
✿ところ…フタムラ化学（株）岐阜工場東側 

         国道 248 号沿い 
対象……どなたでも＊小学生低学年以下は保護者同伴 
持ち物…お茶・タオル・帽子・スコップ（ある人） 
申し込み…１１月１３日（木）まで 
✿保険をかけますので事前に参加申し込みしてください。 
✿この活動は「ぎふロードプレーヤー」事業の一環です。 

 
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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

清流の国ぎふ地域活動支援事業募集 

「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用し、岐阜県民
の皆さんが自ら実行する森づくりや川づくり、水環
境や生物多様性などの環境保全活動に対する支援 
《対象》 
 岐阜県内に活動拠点を置く団体、 
 県内に事務所を有する法人 
《募集期間》 
 平成 26 年 12 月 2 日（火）17 時 15 分(必着)まで 
《お問い合わせ》 
 岐阜県庁恵みの森づくり推進課 担当：佐藤、長沼 
 TEL：０５８－２７２－８４７２ 
  
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-koyo/ringyo-m
okuzai-sangyo/kanren-joho/zei/ 
 

第 6回 Make a CHANGE Day 

「1 年に 1 日、ボランティア・市民活動を行う日」 

あなたの参加が社会を変える 参加グループ募集!! 

①参加対象…2 名以上のメンバーで行うグループ・団体  

②対象期間…2014 年 10 月 1 日～2015 年 3 月 11 日まで

の間に実施するボランティア・市民活動、社会貢献活動 

③応募期間…2014 年 10 月 25 日～2015 年 3 月 15 日 

④登録方法…インターネットからの登録申込みです 

お問い合わせ 

特定非営利活動法人愛・地球博ボランティアセンター 

TEL052-218-7350 FAX052-228-8282 

URL：http://makeachangeday.com/ 
 

つながる事業 はじめる相談  
これから始める事業を対象に、１時間程度 

の個別相談会を開催します。専門家とともに 
事業化をめざして一緒に考えましょう。 
◇とき・ところ  

12月 9日(火) 18時～21時 川辺町中央公民館 
10日(水)  9時～12時 美濃加茂市生涯学習センター 

◇アドバイザー  中小企業診断士 伊藤慎悟氏 
◇申し込み     11月 26日(水) まで 

 

みのかも定住自立圏 講演会 

伝える力～プレゼンテーションのテクニック～ 
魅力を伝えるプレゼンの秘訣を学びます。 

◇と き 12月 15日（月）18時 30分～20時 30分 
◇ところ 生涯学習センター201集会室 
◇講 師 西脇資哲（にしわき もとあき） 氏 
  （日本マイクロソフト株式会社エバンジェリスト） 
◇受講料 無料 
 

お問い合わせ・申し込み  
美濃加茂市定住自立圏推進室  

TEL：0574-25-2111（内線 447） 

  
 

◎10 月 2５日（土）社会福祉功労団体表彰 

長年にわたり社会福祉に貢献した事が称え

られ、表彰を受けられました。 

『雲母』 ・ 『くちなしの会』 

  『藤本流三味線秀直伸会』 
 

◎9 月 25 日（木）環境大臣表彰 

動物愛護と適正な管理の推進に功績があった

『Dog ボランティアクラブ』代表 

     坂本政子さんが選ばれました。 

 



         

  

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。 

 

 

   「人とイヌの共生まちづくりの会」 

                    代表  田中 利幸 

 私ども「人とイヌの共生まちづくりの会」では、イヌの好きな人はもちろん、

イヌの苦手な方たちとの共生を考えて、それぞれが快適に心地よく暮らせるま

ちづくりを目指して活動しています。  

動物愛護は、本来は人間愛護でないといけな

いという考えのもと、多くのイヌにまつわる社

会問題は、イヌ自身ではなく、ほとんどはイヌ

を飼養する人間が引き起こしていることであり

ながら、飼い主にむけた活動はまだ少ないのが

現状です。 

 私たちは、イヌを飼う方たちに、適正飼養をサポ

ートするための相談や家庭犬の飼養に必要なスキル

を養う講座の提供、まちのフン清掃活動や、最近で

は、イヌとの同伴避難に向けた飼い主さん向けの啓

蒙活動を実施していま

す。 

 さまざまなまちづく

りの活動の方と連携し

ながら、住みよいまち

づくりに貢献していき

たいと思っております。 

 

そして、原因から取

り組み、問題が起きない、起こさない人を増やし

ていき、真の愛護の基盤を整えていく活動となる

ことを目標としています。 

よろしくお願いいたします。 
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