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みのかも市民活動サポートセンター情報紙

今回の手：佐藤 文彦さん
（生涯学習課長）
お

『手さぐりから 手ごたえへ
お手伝いできるようにがんばります』

メイちゃん
みんなに笑顔で接し、人
と 人 との つな がり を大
事にしている女性

『ココロツナギタイ』
しんくん
得意なことを生かし
て、みんなの役に立つ
ことができれば…
ちょっと消極的な男性

笑（えみ）ちゃん
だれにもニコニコ 活動的
でまじめに取り組む女性

～身近な地域活動は、あなたの手で！～
身近な場所で地域活動に参加し、地域の一員として地域課題に取り組む講座です。
と き
8 月 29 日（土） 9 月 12 日（土） 26 日（土） 10 月 10 日（土）
いずれも９：３０～１２：００
ところ
美濃加茂市生涯学習センター
４０４号室ほか
講 師
丸山 英子さん（岐阜県生涯学習マスター）
対 象
美濃加茂市・加茂郡在住、在勤の方
定 員
30 名（先着順）
申込み
7 月 10 日(金)から 8 月 10 日(月)までに直接または電話・FAX で
みのかも市民活動サポートセンターまで
TEL&FAX ０５７４－２８－１９７９
主 催
美濃加茂市市民協働部生涯学習課・岐阜県環境生活部環境生活政策課
予告！
とき

はじめてのＮＰＯ講座
９月２５日（金）13:00～14:30

ところ みのかも市民活動サポートセンター

※詳しくは、美濃加茂市広報 8/1 号で

“みのかも市民活動サポートセンターのホームページ”の入り方
美濃加茂市役所ホームページ TOP
→みのかも市民活動サポートセンター

→
→

市民生活情報

→

文化・スポーツ・観光

みのかも市民活動サポートセンターの HP

みんなの座談会 第１０回 終了しました！！
と き……6 月 27 日（土）13:30～15:30
ところ……生涯学習センター２０３号室
テーマ……地域で頑張っている人とつながろう！！
内 容……地域(まちづくり協議会)で活動している人と交流し自分たちの活動を広げよう
講 師……北村 隆幸 氏（ＮＰＯ法人 せき・まちづくり NPO ぶうめらん）
はじめに、北村隆幸さんより「他地域のまちづくり活動の紹介」「市民活動・NPO とは」「協働から総
動へ」など話題提供をしていただきました。
伊深・加茂野・三和・山之上の各まちづくり協議会に地域の課題を発表してもらい、興味のある各地域
のテーブルに分かれ、①どんなことでもいいのでアイデアをたくさん出す②否定しない③楽しむ という
ルールのもとワークショップを行いました。自分たちならこれができる、こんなアイデアがある、こんな
人知っているなど、各テーブルで多彩なアイデアが生まれました。
最後に、各まちづくり協議会さんにアイデアの MVP を決め発表してもらい、アイデア創出者に大きな
拍手をして盛り上がりました。

伊深 テーマ
「標柱めぐり」を広める方法・アイデア
☆MVP
若者は絵葉書よりシール！SNS を利
用。興味をひくコース名称をつける。
三 和 テーマ
三和地区空き家対策
☆MVP
楽しいイベントを企画し、たくさんの
人に足を運んでもらい良さを知って広
めてもらう。SNS 利用で PR。

加茂野 テーマ
自主財源の確保について
☆MVP
企業とコラボレーションしてイベントで
参加費をもらうなど、他地域の方にも
参加してもらう。
ウィーン化（音楽活動を活発に）。
山之上 テーマ
住みよいまちづくりにするためにＰＲ
☆MVP
交流センターに地区のお母さんを集め、
郷土料理を作り交流したら和ができる。

アンケートより・自分たちにはなかった発想が聞けて、これからの活動に大変参考になった。
・つながりのきっかけやアイデアの提案、意見交換できたことは、これからの活動に前向きにいかせると思います。
・他地域の活動を知ることができた。
・若い人たちに活動の PR やイベントの取り組みについて今後も力を貸していただきたい

新しく登録した仲間を紹介します（敬称略）
団体

個人

登録は
１２０団体と
個人６８名です

健康づくり美濃加茂友の会…健康づくり
調理グループなでしこ
…料理の指導・補助、出前調理、料理でイベント参加
あ う ん
阿吽
…横笛演奏
ギター・マンドリン音楽サークル ひまわり…ギター・マンドリンの演奏、フラダンス
鈴木 政敏さん
伊藤 亜希姫さん
三輪 あゆみ
かなで 笑

…大型紙芝居・制作・実演
…できることなら何でも
…朝活・まちづくり
…笑って笑って健康づくり（笑いヨガ）

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。

掲示板
第１回生涯学習センターまつり（仮）
説明会 兼 実行委員会立ち上げ会で役員決定!!
誰もが、楽しく生涯学習・市民活動に見てふれて参
加し、みんなで創るイベントです。
◎展示/ブース部会
梶田 志郎さん（古文書読解勉強会）
渡邉 須美樹さん（NPO 法人みのかもグリーンネット）
◎体験/販売部会
長谷川 佳世さん（美濃加茂ロザフィエンヌ）
山田 与蔵さん（みのかも支え愛リング）
◎発表部会
里見 真美子さん（Do-Re-Mi）
中島 伸一さん（藤本流三味線秀直伸会）
実行委員長：渡辺 須美樹さん
副委員長 ：里見 真美子さん

大八講座
～川漁師が語る長良川の今昔～
と き 平成 27 年７月１９日 (日)
午後 1 時 30 分～3 時 30 分
ところ 美濃加茂市中山道太田宿
≪小松屋≫
会 費 500 円（予約不要）
講 師 大橋 亮一（長良川漁師）
主 催 大八文庫／NPO 法人宿木
問合せ先 0574-26-１７３４（古藤）

ＪＰＩＣ読み聞かせサポーター講習会
と き 平成 27 年８月 2９日（土）
10:15～16:00
ところ サンレイラ岐阜(岐阜市)
講 師 浜田桂子
対 象 読み聞かせ活動や
子どもの本に興味のある方
定 員 100 名
参加費 1000 円（資料代含む）
締 切 8 月 8 日（土）必着
問合せ「JPIC サポーター講習会」係
http://www.jpic.or.jp/
TEL:03-5211-7282
主催:一般財団法人出版文化産業振興財団(ＪＰＩＣ)

助成金情報
Panasonic NPO サポートファンド
環境問題や、子どもたちの応援活動をする NPO／
NGO の取り組みに対して助成を行います。
●対象団体
団体設立３年以上であること 国内に事務所があ
ること 有給常勤スタッフが１名以上であること
●応募受付期間 7 月 16 日(木)～31 日(金)必着
●応募要項および応募用紙のダウンロード
http://www.panasonic.com/jp/corporate/
sustainability/citizenship/pnsf.html
お問い合わせ
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ(株) ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 CSR・社会文化部
TEL:03-3574-5665

（担当：東郷）

８月１日（土）生涯学習センターが休館のため、みのかも市民活動サポートセンターも休館します。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

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!!お気軽にサポートセンターへお立ち寄りください。

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

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

✿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://www.city.minokamo.gifu.jp/home/sosiki/machi/VOLUN/volun.html

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。

ボランティアをとおして

人と人との絆を大切に生涯を楽しく生きる！
一族 中華美会

中島

伸一

我が会は家族の会です。家族がそれぞれに知り得た知識（折り紙・手芸・三味線演奏）を、
皆さんと喜びを共有し伝承する事を目的に、平成２３年に発足しました。同時にみのかも
市民活動サポートセンターに登録し活動しております。
その動機と思いは、近年、料理・着付け・手芸・裁縫教室等趣味的な教室が
少なくなりました。時代の流れと共に、遊びや人付き合い、中でも自治会内で
の付き合いも希薄になりがちで“隣の人は何する人ぞ”の傾向が高まりつつあ
るのが現況です。そんな中、地域サロンや子供との触れ合いの中で、色々の遊
びを少しでも次世代に伝え、絆が持てたらと活動しております。現在毎月２回
絆を大切にして皆で楽しんでおります。
全国には８６８万余の方たちがボランティアに携わり、高齢者や子供の生活支援、健全な
育成等に力を注いでおられ、当市でも、みのかも市民活動サポートセンターの指導の基に約
１２０の団体がボランティア登録されており、様々な業種での活動がなされております。
少子高齢化が進み、２０２５年には超高齢化社会がやって来ると予測されています。皆が
充実して生き甲斐を感じられるような社会を築くには、やはりボランティア
活動が益々必要になって来ると思考する事も当然ではないでしょうか。
私たち１団体の活動として、力不足ではありますが、みのかも市民活動サ
ポートセンターの指導を頂きながら、依頼される地域を訪問し、自分たちの
技術を一生懸命伝承する喜びと楽しみを共有しながら、生涯を充実させたい
と念じております。
参加型です。お声を掛けて頂ければご一緒に楽しませて頂きます。そして楽しみましょう。

つながるコーナー
活動内容
折り紙・手芸指導とお手伝い
三味線の演奏他
各施設及び地域サロンへ訪問

連絡先

中島 伸一
(0574) 26-2380

