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                      今回の手：佐藤 雅美さん                                            
（元ボランティアコーディネーター）                                                                                                                          

                                                                                                

 
 

 
 

 

 

                                                         
 
 
 
 
 

 

 

 １１月２６日（土）  於：２０１号室       
 ９：００ 開会式    

  ９：１０ 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～ 

  ９：３０ ～ １１：５０ 

  （特別企画） 

   “みのかも”について 5 名のパネラーの感想・意見・パネルディスカッションを聴

きながら、みのかもの 10 年後を一緒に考えてみませんか？ 

パネリスト     藤井 浩人（美濃加茂市長） 

        高橋 尚子（シティアテンダント） 

        加藤 慎康（まちづくりコーディネーター） 

        渡邉 須美樹（まんまるフェスタ実行委員長） 

ファシリテーター  北村 隆幸（市民活動アドバイザー） 

※ 終了後、会場内を変換して、ステージ発表が 13 時から始まります。 

※ 午後から、体験コーナーが始まります。      

※ 展示は、終日ご覧できます。 

※ 27 日は、9～15 時、展示・体験・ステージ・販売あります。 

※第 3 回実行委員会（反省会） 平成 28 年 12 月 14 日(水)19:00～20:00 201 号室 

みのかもの未来を語ろう～わたしたちにもできること～ 

 

 

「手」＝人とのつながりの象徴  

 出会いつながりを大切に…。 

またお会いしましょう！ 

平成 28年 

11月 26日(土) 
9：00 ～ 16：００ 

27日(日) 
9：00 ～ 15：００ 

遊びに 

きてね♪ 

両日、おいしい食

べ物ありますよ 



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。 

 

１．寄付してもらうための３つのポイント～第３回さぽさぽカフェから～ 

寄付とボランティアは両輪。「思いを集める」という点で共通点があります。「何を重視して寄 

付をしましたか」というアンケートの回答から考える寄付集めのポイントは３つです。 

活動の目的に 

賛同・共感・期待 

寄付の使い方が 

明確で有効 

寄付の方法が 

簡単で分かりやすい 

２．新しいメンバーに入ってもらうための５つのポイント～第４回さぽさぽカフェから～ 

皆さんが新しいことを始めるためには勇気がいりますよね。新しいメンバーに入ってもらうた 

めには、工夫が必要になります。そのための５つのポイントをご紹介します。 

きっかけをつくる 
「自分にプラスにな

る」という魅力を 

参加のハードルを 

下げる 

その人が「どんな関

わり方」ができるか 
人が決め手 

 

「説明会」を開く等、団体に興味を持ってもらえるきっかけをつ
くること。そして、「楽しい」「勉強になる」「夢に近づける」など
自分にプラスになる魅力を伝えることなどありますが、最後は
「人」。メンバーから伝えてもらうことが一番です。 

と～ってもためになる“さぽさぽカフェ”は毎月１回開催中！ 
次回は 11月 16日(水)10時 30分から「仲間のやる気をあげたいわ～」です。 
 
環境ボランティア養成講座「集まれ！地救人」開催中です！！ 

  

 

 

 

 
 
実際に環境活動をしている「NPO 法人みのかもグリーンネット」代表理事の渡邉須美樹さん、

「みのかも森と林の会」代表の渡辺寿一さん、「みのかも花づくりの会」代表の成松秋吉さんを 
講師にお招きして、環境問題、自然環境、活動内容などのお話を聞きました。 

 

新しく登録した仲間を紹介します（敬称略） 

団体 ・和の輪…和文化を通じて世代を超えた交流の場づくり 

   個人  １名 
 

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。 

登録は 

 団体１４２と 

 個人７４名です 

 

 

 

 

 

3 回 11/17（木） 
（地球温暖化防止について） 

4 回 12/8 （木） 

（清掃活動・リサイクル活動について） 

13:30～15:30 募集中
央図書館 
 

 

 

 

 

 



大八講座  

積極的平和主義の行方 
 ～アフリカ救援民間団体「ミコノの会」の場合～ 

 

と  き：１１月２０日（日）       

    午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

ところ：中山道太田宿 小松屋（美濃加茂市） 

講 師：勝村 昭俊（ミコノの会 会長） 

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 

お問い合わせ・申し込み 

  TEL：０８０－３６８１－００９７（古藤） 

加茂地域の著名人・貢献者を知ろう！講座 

                         参加無料 

第１２回 加茂野町・500年の歩み 

 ～上賀茂神社の祭事を司ってきた泉家～ 

と き：平成 28 年１２月１７日（土） 

    午後 1 時３０分～3 時３０分  

 

ところ：加茂野交流センター  

講 師：泉 清次（加茂野神社他市内多数の宮司） 

主 催：地域間・多様な交流グループ 

後 援：美濃加茂市 

協 力：学びによる地域活動実践グループ 

みのかも市民活動サポートセンター 

                      

  

 

 

 
                

１０月２２日（土）第２２回健康福祉すこやかフェスティバルで、 

長年にわたり社会福祉（ボランティア）に貢献したことを称え 

『社会福祉功労表彰』を受けられました。 

 

特別支援教育の功労者に贈られる『岐阜県特別支援学校  

PTA連合会表彰』を受けられました。 

 お知らせ 11月 24日（木）夜間はお休みします。ご迷惑をおかけしますがよろしくおねがいします。 

 
 
 

 
 
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！     ２．印刷ができます！        

チラシ一斉発送サービス        用紙持ち込みで印刷無料      
市内交流センター・公共施設に配布   1原稿につき 1000 枚まで       

３．気軽に打合せできる場所！   ４．紹介します！         
スペース利用サービス          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://minokamo-sapo.net        お気軽にサポートセンターへお立ち寄りください。 

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  12:30～16:30
※「相談」というより、まずは、お話
して頭の中を整理しませんか。 

☆古井小学校見守り隊 

☆三和小みまもり隊  

☆やまてサポート隊 

☆Dogボランティアクラブ 

三品真紀です。10 月 1日からサポートセンターでお世話になっております。 

早く仕事を覚えられるようがんばります。よろしくお願いします！ 



         

 

         

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。 

 

 もったいないネ！ 直して使おうヨ！ 

                    みのかもおもちゃ病院  代表  渡邉  久夫 

私達の活動している『おもちゃ病院』は、子供達が使って
壊れたおもちゃを診断・修理をしています 

『おもちゃ病院かに』の指導の下、2012年 5月 19 日 
「みのかもおもちゃ病院」を設立しました。 

 
・壊れたおもちゃを技術料は無料で直す。 

（ただし部品代は有料の場合もあります。） 
・親から子どもへ、祖父母から孫へ、おもちゃを通じて 
世代間交流を図ってゆく。 

 ・壊れたもの、いらなくなったものを捨ててしまう現代風潮を改め、直して使うことに 
よって、モノの大切さ、命の尊さを論す。 
・大事にして愛着のあるおもちゃが、再度、復活した時の喜びを知る。 
・地球環境にも取り組み、3R(リユース、リサイクル、リデュース)などエネルギーを無駄
なく使うことも進めている。                

・独立型太陽光発電にも取り組み、防災減災にも役立てて行きたい。 
 
開院日時  毎月第３土曜日 ９時３０分から１１時３０分まで 
開院場所  美濃加茂市総合福祉会館 ２階(会議室または研修室) 

 
市内だけで、約 500件の修理実績がありますが、、最近は、当初と比較すると１日当たり

の受付件数が減少している。 
美濃加茂市内のイベントに参加し、子供達に人気のあるプラレール広場でも触れ合いの場

を持っています。 
……まんまるフェスタ、環境フェア、すこやかフェスティバル、児童館まつりなど 

近隣市町村に出張して、おもちゃ病院で、その地区から持ち込まれるおもちゃの修理及び
プラレール広場でも交流をしています。 

                  

        つながるコーナー 

 

 

           

みんなの声が集まれば №79 

〈課題〉 : 利用者が特定の方々に限られ、チラシ等の PR

ではなかなか行きわたらない。 

クチコミ等で利用者が増えることを願いつつ、 

おもちゃドクター15 名がお待ちしています。 

 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A2RAyh.lDOlV3ikAkAiDTwx.;_ylu=X3oDMTFyYzVhOXFkBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2LHFjBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=16dm49qlc/EXP=1441437285/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%82%B9+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88
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