みのかも市民活動サポートセンター情報紙

№９３ 平成２９年１月発行
今回の手：三品 真紀

さん

（コーディネーター）
いつも手が温かいと言われる私。
この手を生かして皆さんのお手伝いが
できるようになりたいです。

あけましておめでとうございます
今年もみのかも市民活動サポートセンターを
よろしくお願いします
2017 年 1 月
参加料
無料

みんなの座談会

～さまざまな つながりを めざして～
テーマ：「1 年の活動自慢大会！！ 」
昨年 1 年を振り返り、一番良かった活動を発表し合いましょう。
それぞれの活動の思いを共有したり、いっしょに何かできる相手が
みつかったりするといいですね。お気軽に参加してください。

と き：平成 29 年 2 月１７日（金）13:30～15:00
ところ
：美濃加茂市生涯学習センター 20３号室
進行・助言：北村 隆幸さん（市民活動アドバイザー）
対 象
：どなたでも
定 員：40 名（先着順）
《問合せ・申込み》
みのかも市民活動サポートセンター TEL/FAX：0574－28－1979
岐阜
初開催！
経理、登記、労務、所轄庁手
続きなど、すべての NPO 法人
に共通する事務手続きを、一日
で大まかに把握できるセミナー
と検定を開催します。

○と き：平成 29 年２月 2５日(土)
９：３０～１６：００
○ところ：美濃加茂市総合福祉会館 研修室１
○定 員：５０名（先着順）
○参加料：2,000 円（検定受験料 含む）
○対 象：NPO 法人運営に関わる人、また目指す人
○主 催：中濃地域市民活動支援センター連絡会
（関市・可児市・郡上市・美濃加茂市）

《問合せ・申込み》みのかも市民活動サポートセンター TEL＆FAX

0574-28-1979

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。
次回さぽさぽカフェ♪
1 月 18 日(水)
仲間のやる気を上げるために大切な３つのポイント
10:00～11:30
仲間が活動に参加してくれる動機はなんでしょうか？
「企業と協力したいんやけど」
やる気を上げるためには、それぞれの気持ちになって考えることが基本です。
そして大切なポイントは３つ。

理念を共有する

関係性をつくる

個別支援

参加動機は「理念への共感」が多い。 食事会や表彰制度で密な関係を

定期的に面談して気持ちを聞きま

積極的に伝えましょう。

しょう。

つくります。

「まんまるフェスタ」が開催されました！
～“まなび”と“ボランティア”の祭典 ～

約８０の団体が「みんなで広げよう 笑顔の輪」をテーマに交流を行いました。
11/26(土)27(日)の二日間、１６名の中学生ボランティアさんが、受付・
スタンプラリー・司会・かも丸などで大活躍でした。
♪オープニング、田中慈人さんの「カモン！MINOKAMO！」で盛り上がり
☆特別企画「みのかもの未来を語ろう～わたしたちにもできること～」
5 人のパネラーに“みのかも”についての意見を聴き、10 年後に
向けた私たちの取り組みを考えるよい機会になりました。
田中慈人さん
♪フェスタの盛り上げ
ミニフラワーで会場飾り、バルーンで会場飾り、スタンプラリーのクッキーの提供……
☆東日本大震災への義援金として合計 65,405 円
コーヒー募金・布ぞうり募金・バザーなど売上金の一部の寄付を中日新聞へお渡しました。
～｢まんまるフェスタ｣実行委員のみなさん！本当にお疲れ様でした～

「集まれ！地救人」環境ボランティア養成講座報告
「省エネ・環境家計簿プロジェクト」佐光裕子さん
「農楽友の会～自然農学びの場～」中山千津子さん
第 4 回 12/8 （木）
「ロマンチック街道 美楽隊」中島伸一さん
（清掃活動・リサイクル活動について）
「牧野エコひろば」山本清美さん
第 3 回 11/17（木）
（地球温暖化防止について）

♪毎回趣向が凝らしてあり、楽しく参加させていただきました。
♪次世代に少しでも良い環境を残したいと思います。
♪自分にできる事を始めていきたいです。
みなさん熱心にお話を聞かれ、さっそく興味をもたれた環
境活動団体に加入された方も見えました。環境について考え
る人がたくさん増え、若い人にもつながるといいですね。

☆予告☆
ステップアップ研修会
チラシの工夫ひとつで、集客力に差が出る！
コツ・テクニックを教えてもらいたい方、ぜひ参加ください♪
〈問合せ〉
市民活動サポート
センターまで

と き：3 月 18 日(土)13:30 ～ 15:30
ところ：美濃加茂市生涯学習センター ２０３号室
講 師：加納 裕泰さん（マーケティングデザイナー・FM ららパーソナリティ）

新しく登録した仲間を紹介します（敬称略）
団体 筋木会（キンモクカイ）
…健康寿命を延ばし元気なまちにする会
個人 大脇ひとみさん
…子育て支援・地域との交流

登録は １４２団体 と
個人 ７５名です

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。ぜひ見てみて下さいね

加茂地域の著名人・貢献者を知ろう！講座
第１３回

高橋余一と「生活絵巻」の世界
(美濃加茂市 古井町)

日常の労働や祭りなどの生活を、優しい視点と
ソフトなタッチで、生活絵巻として記憶に残した
高橋余一の世界を紹介します。
参加無料
と

き：平成 2９年２月５日（日）
午後 1 時３０分～3 時３０分
ところ：美濃加茂市東図書館 2 階視聴覚ホール
講 師：清水ゆかり学術博士(茨城大学農学部非常勤講師）
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

可児・加茂市民のための現代食育セミナー
子どもは自分の意思で「食」を選べない。だから…
と

き：平成 2９年１月２１日（土）
午後 1 時３０分～3 時３０分
ところ：アーラ小劇場 可児市文化創造センター
講 師：山田 豊文先生（杏林予防医学研究所所長）
参加費：前売り 1,200 円 当日 1,500 円
定 員：250 名
主 催：未来の命を守る会
後 援：可児市・美濃加茂市教育委員会
問合せ：山下(090-9336-6309)
中山(090-9939-8591)

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！
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

✿開館曜日・時間

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

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。

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。

みんなの声が集まれば №80
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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。

かも丸着てみ隊

入ってみてくんさい！

ｂｙ かも丸

みのかも定住自立圏推進室
みのかも定住自立圏のマスコットキャラクターの「かも丸」と「かも美」は、圏域（美濃加茂市
と加茂郡 1 市 7 町村）に住む人、働く人、学ぶ人、全ての人に元気と笑顔を届けています。圏域内
外のイベントに「かも丸」
「かも美」の着ぐるみを活用していただくことで、この圏域を知ってもら
い、「住みたいまち」
「住み続けたいまち」の実現を目ざしています。
「かも丸着てみ隊」は、着ぐるみボランティアの要請があったとき、登録している隊員にイベン
ト内容を紹介し、都合が合えばボランティアに参加しています。参加した人からは、
「子どもたちと
触れ合えて楽しかった」
「普段行けない場所へ行くことができて面白かった」「暑いし疲れるけど、
やりきった後の充実感が良い！」
「またやってみたい」などの声が聞かれます。
【着ぐるみの活動内容の一例】
・「e-kamon まるごと環境フェア」などの定住自立圏事業や
「まんまるフェスタ」などへの出演
・学校の運動会や文化祭、自治会主催の夏祭りや、地元商店
などが主催する各種イベントへの参加
・観光物産展・地元 PR イベントのお手伝い
・地元の市民活動団体が主催する、演奏コンサートや読み聞
かせ活動などのお手伝い

…等々

つながるコーナー
現在、「かも丸着てみ隊」に登録（入隊）して、地域活動を盛り上げるお手伝いをしてくれる
方を、大募集しています。興味のある人はぜひ、登録をお願いします。一緒にこの圏域を盛り
上げていきましょう！
応募条件

・イベントを盛り上げることが好きな人
・マナーや集合時間等を守れる人
・子どもとの触れ合いが好きな人

みんなの入隊を
待ってるよ～♪

・心身ともに健康な人
※活動内容や応募について、詳しくはホームページを見てね！
■みのかも定住自立圏ホームページ
http://wikii.jp/teijyu-minokamo/

