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                        今回の手：渡辺 勝則 さん 
                                                                         （ハイタッチ GO）       

いつもカワイイ手と言われます。

いつも楽しく皆んなで過ごせるよ

う心がけています。ハイタッチ!! 

                                                

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♪ 

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 
（アートディレクター/MAKEOVERS㈱代表 FMらら マンデーイレブン パーソナリティー） 

内 容：レイアウトの基本・効果的な文字選び・キャッチコピーの付け方など 

定 員：４0名 
申 込：みのかも市民活動サポートセンター 0574-28-1979 

 

 

「みんなの座談会」を開催しました！H29.2.17 
～さまざまなつながりをめざして～ 
 
「1年の活動自慢大会!!」をテーマに交流
を行いました。 
「みのかも元気体操」で身体を動かし、
口も身体もほぐれたところで、発表タイ
ム！ 発表は 1人 5分！ 
①活動目的 
②今年度の取り組み自慢 
③来年度の活動予定 
④活動の悩みなど 

発表後、2グループに分かれ、1団体ごとにアドバイスし合いました。 
 

他の団体の活動に参加したり協力したりすることで、自分たちの活動に協力してもらえることも。 
一生懸命な姿をみてもらい、アドバイスし合える関係性ができると、いろいろな幅が広がりますね。
来年度もよろしくお願いします！！ 

参加 

無料 



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．企業と協力する４つの考え方 

企業が、今ほしいのは“つながり”！ 
つながったときのメリットをちゃんと提示できるかどうかが、 
決め手になります。企業と協力する４つの大切な考え方は。 

自分たちの活動の 

対象はだれか？ 

自分たちと同じ顧客に 

つながりたい企業はどこ？ 

自分たちが提供 

できる資源は？ 

これらを考えて協

働事業を考える 

２．会議をうまく進めるために大切な３つのポイント 
   良い会議とは、目的が達成できる会議です。参加メンバーが受け身ではなく、主体的に会議

を進めるための大切なポイントは３つです。 

準備をしっかり 

目的、議題、時間配分な

ど、しっかり準備を 

チェックインを 

最初の一言は出しにくいもの。まずは

みんなで話して、口と心の準備を 

少人数で 

意見が少ない時には2人、

グループ等少人数で 

 

                       

 
H29.2.25 38 名参加!!（うち美濃加茂市関係者は、12 人） 

“中濃地域公設市民活動支援センター連絡会”主催 

（関市市民活動センター・かに NPO センター・郡上市市民協働センター・ 

みのかも市民活動サポートセンター） 

講師：加藤彰子さん（NPO 法人岡山 NPO センター） 

 セミナーと検定の両方を経験することで、事務手続きの内容を把握し、 

     事務を行う事の重要性を再認識できました。 

                                                   

           ☆ご協力ありがとうございます☆ 
 

みなさんからご協力をいただきました使用済み切手・カードなどを『公益財団法人 

緑の地球防衛基金』へ送りました。 

◎平成 27 年 8 月～平成 29 年 2 月 
協 力 者 紹 介 （敬称略） 

後藤宏子、武田由紀子、柳澤健・章子、藤麻実  
小森美智子、慈恵会、㈲友進道路、今井美保子、 

 大関正昭、大矢正充、木村美保子、その他 
美濃加茂市役所（健康福祉部・市民課・企画課・ 
生涯学習課・地域振興課） 

 

使用済み切手 たくさん 

使用済みカード 
（NTT １６６枚 ・ QUO １２枚・  
 JR ３枚・ハイウエイ １枚） 
外国コイン １０４枚 
書き損じはがき ２４４枚  

※使用済みカードの回収は終了しました。 

来年度は、新しい企画を考え中です！お楽しみに！ 

≪お礼状より抜粋≫ 
…大量にお送り頂き、誠にありがとうございました。 
使用済み切手等の売上金は、中国とタンザニアでの植
林の苗木代にあてています。今後も緑を広げる活動に
ご協力のほど宜しくお願い申しあげます。 

2015 年度売上合計(’15 年 4 月 1 日～’16 年 3 月 31 日) 

使用済みテレカ 108,495 円 苗木  1,357 本 
使用済み切手 346,982 円 苗木 10,587 本 
書き損じはがき 87,040 円 苗木  1,088 本 
不要コイン 85,730 円 苗木  1072 本   

公益財団法人 緑の地球防衛基金 
〒104-0033東京都中央区新川2-6-16馬事畜産会館203 
TEL：03-3297-5505 FAX：03-3297-5507 
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大八講座 岐阜と川端康成 
 ～岐阜に川端康成の原点を探る～ 
と  き：３月２６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：金森 範子（川端康成文学研究科） 

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） 

 

 

新しく登録した仲間を紹介します（敬称略） 
 
団体 ・犬育応援プロジェクト ワンコミ 

…緊急災害時の同行非難の啓発活動・ワンコミ講座、同行非難の体験など開催 
・ぐう・ちょき・ぱあ （笑和っ子より団体名変更） 

      …オカリナ演奏 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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。 

販売ボランティア募集 

地域の方と交流しながら、地元新鮮野菜の販売の

ボランティアをしませんか。 

と き：毎週木曜日 午前 10 時～午後 3 時  

ところ：みのかも コミュニティスペース 

「星の街ひろば」（太田町 2689-23） 

     JR 美濃太田駅前通り 横山医院の向かい  

※昼食持参してください 

※交通費 600 円支給/日 

問合せ：みのかも市民活動サポートセンター 
     TEL：0574-28-1979 
 

ボランティア募集 
 
お知り合いの方とグループをつくって、ボランテ

ィアを始めませんか。 

と き：平成 2９年 4 月から、月 1 回程度（平日） 
    午前 1０時～１１時３０分  
         （午後の部でも OK） 
ところ：さわやかナーシングビラ  

喫茶コーナー （本館・新館）  
内 容：高齢者の方とふれあいながら、コーヒーな

どの飲み物サービス 
問合せ：みのかも市民活動サポートセンター 
     TEL：0574-28-1979 

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。 

登録は １４１団体 と 

個人 ７５名です 

 

 

 

 

 

 

助成金情報  
 
①2017 年全労災地域貢献助成事業 
   ・環境を守る活動 
  ・自然災害に備えいのちを守る活動 
  ・子どもの健やかな育ちを支える活動 
  応募期間：3 月 22 日(水)～4 月 5 日(水)必着 
  URL：http://www.zenrosai.coop/eco 
 
②ドコモ市民活動団体助成事業 

・子どもの健全な育成を支援する活動 
  ・経済的困難を抱える子どもを支援する活動 

応募期間： ～ 3 月 31 日（金） 
URL：http://www.mcfund.or.jp/ 

登録団体は、ホームページで紹介しています。 
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左の写真は昨年度富山県で行われた
「東海北陸ブロック大会」のものです。
美濃加茂市のアドバイザーも数名参加
しています。活動の詳細は次の機会にお
知らせできたらと思っています。 
又、アドバイザー資格にご興味のある

方は下記までご連絡ください。 
TEL：0574-29-1507     
携帯：090-5112-4705 (平田芳昭) 

 

         

 

        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。 

 

青少年育成アドバイザーとしての活動  

            青少年育成アドバイザー岐阜県連絡協議会美濃加茂支部 

                                 代表 平田 芳昭 

「青少年育成アドバイザー」(以下｢青少年アドバイザー｣)と言う名称を聞かれても、その実
態をご存じない方が多いと思いますので、この機会に少し詳しくご説明したいと思います。

青少年アドバイザーの歴史はかなり古く、４０年程前に誕生しました。当時の「青少年育成
国民会議」によって創られたのですが、資格認定がとても厳しく、８冊の「青少年育成に関
する教科書」なるものを読んで、８００字のレポートを月１回の頻度で提出(通信教育の様
なもの)し担当教授による採点が８０点未満の時は再提出、全部合格した時点で(この間約１
年間以上)次は４泊５日集合研修を「東京」か「大阪」で受け、最終試験に合格した者が「青
少年アドバイザー」として認定され、認定書が後日、国民会議会長名で渡されるという「い
かめしい」ものでした。 
費用もばかにならず総額で約１０万円程自費で負担するといった、かなりハードルの高い

ものでしたが、年月が過ぎ、「青少年育成国民会議」が数年前に消滅してしまったため、ア
ドバイザー養成が２年ほど途絶えました。その後全日本アドバイザー連合会がその業務を受
け継ぎ、資格認定も取りやすく変更された結果、宿泊研修も以前の半分ほどになり、資格認
定者の負担も軽くなったのです。「国民会議」が無くなったごたごたで、日本の全県が加入

していた「連絡協議会」から脱退する県も出たりしましたが、何とか一部を除いて結集して
「全日本アドバイザー連合会」の形が整い、現在活動を行っています。 
さて、私達は冒頭に書きましたが、岐阜県連絡協議会・中濃ブロックに所属し、主な活動

は、青少年育成県民会議、市町村民会議が主催する事業・大会へ参加、「地域のおじさん・
おばさん運動」の推進と実践、各自が持っている資格(カウンセラー・コミュニテ―診断士・
ＫＹＴ等)を生かした活動を行っています。 
 最近では県民会議の行事で１月１５日(日)の「わが家･わがまち･家庭の日発表会」(市文化
会館にて開催)にも参加しました。この他、岐阜県連絡協議会総会・東海北陸ブロック大会
に参加、特に平成２９年度は全国大会が岐阜県で開催のため忙しい年になりそうです。 
（平成 29 年６月２５日～２６日岐阜） 

 

   

№81 

つながるコーナー 

みんなの声が集まれば 
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