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 みんなの手               
  

○●○市民活動ステップアップ研修会○●○ 

 
  

がんばっている自分にごほうび！ 
             ～心と身体のケアを忘れずに～ 

アロマでリラックス・リフレッシュして、これからの活動にいかしましょう。 
 

     ♪と き  3月 23 日（月）1３:３0～1５:３0  
♪ところ  生涯学習センター２０３号室 
♪内 容  アロマで心と身体のケア、ハンドトリートメント 

       ♪定 員  ４０名（先着順）  

            ♪対 象  ボランティア活動・市民活動などで活動して 

いる方、興味のある方 

       ♪参加料  500円（リラックスまたはリフレッシュできる 

マッサージアロマオイルの持ち帰り分含む） 

       ♪持ち物  フェイスタオル  

講 師：足立 美穂さん（公社）AEAJ認定アロマテラピーインストラクター 

【お申込み・お問い合わせ】 

 3月 10日（火）から 20日（金）までに、直接または電話・FAXで下記まで 
    みのかも市民活動サポートセンター     TEL＆FAX：２８－１９７９ 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

ＮＰＯの相談日 …毎週金曜日 13時～16 時   

4月から、北村隆幸さん（関市市民活動センター事務局長）駐在 

地域活動で地域をよくしたい、企業と連携して活動したい、NPO 法人化をめざしたい… 

そんないろいろな相談にのってもらえます。（要予約 TEL：０５７４－２８－１９７９） 

場所：みのかも市民活動サポートセンター内（生涯学習センター3階）  

詳細につきましては、次号にてお知らせします。 

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.google.co.jp/url?url=http://pixta.jp/tags/%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%BC?search_type=2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=lpLVVObkN-azmwX0rIKQDg&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGJ3WBeFHahiaMn1Hf9pNoNuBwxWw
http://www.city.minokamo.gifu.jp/home/
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.takeoff-aroma.jp/blog/2010/11/28-0900.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=o3TUVIKdFMbMmwXJ9oIg&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNE7iUcKthmC_yu7zRMpl8rpx-0Pkg


みんなの座談会 第 9回終了しました！ 

✿と き  平成 27年２月２０日（金）午前１０時～12時   

✿ところ  生涯学習センター２０３  ✿ファシリテーター後藤佳美さん  

✿テーマ  「夢をかたちに」 ワールドカフェ形式 

いろいろな思い・夢を言葉にし合い、

自分の思いに気づき、周りの人の思いも知

ることができました。聴いて、話して、対話を楽しむ中で、新たなア

イデアが生まれたり、つながりができたり、楽しく交流しました。 

 人それぞれの思いや夢があり、何かやりたいという気持ちのある人

がたくさんみえます。自分が楽しく幸せでいられ

る活動を積み重ね、人とつながり、地域や自分を

豊かにしていきましょう！ 

✿アンケートより  （参加者 19名） 

♪いろいろな方とお話をする中で、多くの気づきや学びがありました。 

♪若い世代の方と話してみたい。 

♪短時間で集中して多くの方々と交流し、様々な意見を出し合え、充実した時間でした。 

 

ボランティアに関する保険の紹介 

保険名 
ボランティア活動保険 

スポーツ安全保険 
あいおいニッセイ同和損保 全国社会福祉協議会 

年間掛金

/人 
3２0円 

基本タイプ Aプラン 300円 
（市内登録者は 220円） 800円 

加 入 
みのかも市民活動サポートセン

ターの登録者・登録団体 

美濃加茂市社会福祉協議会の

登録者・登録団体 5名以上の社会教育関係団体 

内 容 

みのかも市民活動サポートセン

ターに届けた活動 

美濃加茂市社会福祉協議会に

届けた活動 
・団体管理下における団体活

動中の事故と通常の経路往復

中の事故 

・団体管理下における文化・ボ

ランティア・地域活動、練習、

研修会などについて補償 

・無償のボランティア活動中の事故と通常の経路往復中の事故 

・活動する前に活動日時・場所の連絡、および、活動後に活動

実績報告書が必要 

・複数の登録団体に所属している場合、１つの団体で加入手続

きをし、他のボランティア活動も明記してください。 

補 償 

期 間 

平成２７年４月１日午前０時～ 

平成２８年４月１日午後４時 

平成２７年４月１日午前０時～

平成２８年３月３１日午後１２時 

平成２７年４月１日午前０時～

平成２８年３月３１日午後１２時 

※途中加入の場合は、手続き完了した翌日の午前０時～ 

加 入 

手続き 

・ 

更 新 

手続き 

（ところ）みのかも市民活動

サポートセンター 

(必要なもの) 

・加入申込書 

・加入者名簿 

・活動実績及び活動計画 

・掛金  

       

（ところ）美濃加茂市 

社会福祉協議会 

（必要なもの） 

・ボランティア登録申請書 

・会員名簿 

・活動実績及び活動計画 

・掛金 

・団体規約（ある団体のみ） 

（加入依頼書のあるところ） 

・みのかも市民活動サポート 

センター・プラザちゅうたい 

（手続き）指定銀行 

大垣共立銀行・十六銀行 

・翌年からは、代表者の自

宅へ更新のお知らせが直接

届けられます。 

♡安全に心がけボランティアしましょう♡ 
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印刷機・コピー利用案内 H27.4.1 改正 

 
※印刷機は登録団体・個人のみの利用となります 

 

 

 

 

 

 

 

 
新しく登録した仲間を紹介します（敬称略） 

団体 円空彫り友の会 … 円空彫りのサークル活動及び体験学習、円空めぐり                       

    昔あそび伝え隊 … 昔あそびで子どもたちに笑顔を 

    Make today Amazing … バトミントンをして参加費を 

                      被災地支援団体に寄付 

個人 ２名   

種類 単価 

コピー 用紙サイズ共通 普通紙 10 円 

印 刷 

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 

加茂地域の著名人を知ろう 第 2弾 
 美濃加茂市名誉市民第 1 号 

「津田 左右吉」 
◇とき……４月２５日（土）午後 1 時～ 

 ◇ところ…中山道太田宿 小松屋 

 ◇講師……藤村 俊 学芸員 

 ◇聴講費…無料 

◇お問合せ 

地域間・多様な交流グループ 

TEL：090-1555-0144（鈴木）          

市制 60 周年を記念した市民企画事業 

平成 27年３月２２日（日） 
① みのかものたからものまつり           
   駅南商店街で買い物やスタンプラリーを楽しみ

ながら歩きます。シティホテル美濃加茂で縁日や美

濃加茂市 60年間の歩みを振り返る講演会、写真展

示、ライブなどを開催します。 

◇と き ①スタンプラリー 

10:30～11:00 受付市役所スタート 

 ②シティホテルイベント 

11:00～14:00 

◇ところ ①美濃太田駅南商店街界隈 

②シティホテル美濃加茂 

※仮装表彰を希望される人は事前連絡してください 

happy netみのかも TEL：070-5259-2978 

メール(minokamo_mamanet＠yahoo.co.jp) 

② 美野 COME ON カーニバル 
雅楽などの音楽演奏や 60年前の映像放映、ワー

ルド異種ダンス、バザー、花の種配布（先着 200
人）などを行います。           

◇と き 11:０0～15:00  

◇ところ 大手町公園（美濃太田駅北口付近） 
      ※雨天の場合は太田交流センター 

〈問い合わせ〉 

happy netみのかも（渡辺） 

℡070-5259-2978 

六調会（村上）℡080-1609-0739 

秘書課秘書係 内２３６ 

                              助成金のお知らせ  
① 『全労済 地域貢献事業２０１５』 

◇環境と子育て・子育ちのための活動応援 

応募期間：３月２５日～４月８日（必着） 

② ２０１５年度ドコモ市民活動団体への助成金 

◇子どもの育成や地球環境保護に取り組んで

いる活動応援 

応募期間：３月１日～４月２４日 

③ ぎふハチドリ基金  平成２７年度助成 

◇岐阜県内で子ども若者・子育て家庭を支え

る活動応援 

応募期間：４月１日～５月１０日 

 

登録は 

 １１５団体と 

 個人６８名です 

 

 

 

みのかも定住自立圏事業 

かも丸とかも美の男女共同参画講演会 

「６ｋライフのススメ」 
※6K＝会社・子育て・家事・介護・看護・子ども会 
 
◇と き  ３月 1４日（土）午後１時 30 分～ 
◇ところ  みのかも文化の森みどりのホール 
◇講 師  渥美 由喜（あつみ なおき） 氏 
  （内閣府少子化危機突破タスクフォース政策 

推進チームリーダー） 
◇受講料 無料   
◇先着１２０名（託児所あり先着１０名 3/10〆） 
お問い合わせ・申し込み  
美濃加茂市役所地域振興課  

TEL：0574-25-2111（内線３６２） 

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/001/images/img_1341_1_1.jpg.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=I-beVJHWOYSnmwWrmoKIDw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNF-8mY6azcq8ZkVw3AjunOKVSBu_g


         

 

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。 

 

ＮＰＯ法人 虹の里 
ＮＰＯ法人「虹の里」 代表  流田 宗子 

 

ＮＰＯ法人「虹の里」は、高齢者や障がい者（児）を支援する団体です。 

私達は５年前にボランティア団体を結成し、子どもから高齢者までのサロンや外出支

援をする中で法人の必要性を感じていました。そして、Ｈ２２年看護と介護に携わる会

員一同で「ＮＰＯ法人虹の里」を設立しました。 

住み慣れた地域で暮らしたいとの思いに寄り添い、高齢者と障がい者の訪問介護をし

ております。「虹の里」の名は、虹のように色々な個性豊かな仲間たちが集まり、障が

いのある人もない人も輝いて幸せにと願いつけました。１年前には、障がい者（児）の

日中の居場所づくりに「菜の花」の施設を開所し、障がいを持つ方やご家族の笑顔が増

えるよう支援しています。 

美濃加茂市のボランティアまつりに第１回目より参加し、昨年は体験や販売に加え舞

台発表を企画しました。加茂野町まちづくり協議会の有志による生演奏で、障がい者と

共に２曲歌いました。１曲目は、ナンバーワンでなくてもいい、もともと特別なオンリ

ーワンの「世界に一つだけの花」。２曲目は「菜の花」のように可愛らしく、どこでも

根をはり人生を開いていって欲しいとの思いを込め、「野に咲く花のように」を皆で歌

いました。親御さんの協力もあり練習してきた全員が舞台に立つことができ、急遽参加

された方もみえ、歌いながら感動で涙が出てきたと、とても喜んで頂くことができまし

た。 

人と人がつながり、小さな手助けが重なって大きな力になることで、だれもが住みや

すい地域になることを願っています。是非、皆さん「虹の里」に足をお運び下さい。障

がい者（児）と共にお菓子作りや遊びをして下さるメンバーも募集中です。私達と、出

逢った人々に尽くす喜びを感じていきましょう。お気軽にお声をかけて下さい。お待ち

しております。 

http://www.google.co.jp/url?url=http://ameblo.jp/mikkon2010/entry-11201835396.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=853eVNnxB-G2mwWksoHwBA&ved=0CDIQ9QEwDji0AQ&usg=AFQjCNGrU48jg3Y9b2pW2_S37YjqfIjfFQ
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