みのかも市民活動サポートセンター情報紙

№９９ 平成３０年１月発行
今回の手：伊藤 誠一さん
（副市長）
人や団体の縦や横のつながりを充実
させ、楽しい夢をつむぎましょう

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
2018 年 1 月
～さまざまな つながりを めざして～

みんなの座談会
テーマ：
「聞いて・知って・つながろう!!」
みなさんが集って、気楽にお話しできるカフェのような場を
用意しました。飲み物を飲みながら、それぞれの活動や想いを
聞いてみませんか。

き：平成３０年２月１８日（日）13:30～15:30

と

ところ：美濃加茂市生涯学習センター20３号室
ご と う

よし み

ワールドカフェ ファシリテーター：後藤 佳 美 さん
参加無料
対 象：どなたでも
定 員：３０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

「太田宿を楽しむ会」発足！
「中山道太田宿界隈歴史散歩」の４回講座は、毎回 25 名
以上の出席者で、大盛況でした！「もっと美濃加茂市の歴
史を知りたい」「地元の歴史のよもやま話を聞きたい」との
声から、勉強会「太田宿を楽しむ会」発足！
初回 12/14(木)には 24 名の方が参加。随時参加を受け付けています。
美濃加茂市の歴史に興味がある方、
サポートセンターまでお申込みください。
次回 1 月 11 日（木）13:30～15:30 生涯学習センター202 号室
講師：美濃歴史おもしろ座談会 鈴木勲さん

「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 ～

12/2(土)3(日)

「きて・みて・さわって・楽しんで」をテー
マに展示・体験・発表・販売などの各コーナーで、
交流を行いました。
○参加団体：約 80 団体
○中学生ボランティア：１６名が大活躍！
（受付・司会・スタンプラリー・かも丸など）
○オープニング：田中慈人さんの歌
（美濃加茂市出身のシンガーソングライター）
○特別企画：「踊ろう！盆ダンス」
踊り集団 舞童さんから振り付け指導
「カモン！MINOKAMO！」
田中慈人さんの生歌に合わせて、大人も
▲特別企画「踊ろう！盆ダンス」の様子
子どもも楽しく踊り、笑顔があふれました。
☆東日本大震災への義援金：合計５２，９２８円
コーヒー募金・布ぞうり募金・バザーなどの売上金の一部を中日新聞
社会事業団を通じ東日本大震災の義援金として寄付しました。皆さま、
ご協力いただきありがとうございました。

皆さんの活動をより良くする

ワンポイント掲示板
第７回「ボランティア活動と夫婦関係/家族関係について話そう」
仕事・家庭・ボランティアのライフワークバランスをうまくとって、楽しく活動するための工
夫を発表し合い、とても盛り上がりました。

第８回「企業との連携方法について話そう」
情報提供者：岩田光平さん（(株)濃飛葬祭 地域コミュニティ担当）
「地域住民同士がつながれる場所づくり」のための応援
①濃飛かわら版チラシ(年 4 回)
②出張終活セミナー
③式場をイベント会場に提供
企業から見て、受け入れやすい提案は？
◎具体的なものがみえること、提案内容が会社にとってメリット
があるかということより、その企画が成功するかどうかが大切

次回予告
第9回

1 月 17 日(水) 10:00～11:30
テーマ：災害時のペットとの同行避難について
情報提供：田原佐織さん（犬育応援プロジェクト ワンコミ）

第 10 回 2 月 16 日(金) 13:30～15:00
テーマ：ボランティア活動/団体をはじめた最初の一歩について話そう
進行：北村 隆幸さん

掲示版
良いことをして良い業績につながるセミナー開催

「地域貢献とビジネスの両立」の方法

1 「岐阜県内の事例から学ぶ」②「ビジネス的
○
視点から見た社会貢献から売り上げへの繋げ
方」を学びます。

と き
ところ
対 象
講 師

1 月 25 日(木) 13:30～15:30
OKB ふれあい会館 403 会議室
県内の事業者（企業・NPO など）
①北村隆幸さん(せき・まちづくり
NPO ぶうめらん代表理事)
②杉山正和さん(関市ビジネスサポー
トセンターセンター長)
問合せ・申込み ぎふ NPO・学習プラザ
TEL 058-372-8501
FAX 058-372-8502

information
ささえあいボランティア養成講座

高齢化が進む美濃加茂市で自分も周りも安心
して暮らせる仕組みを作りましょう。
参加無料

とき・内容
①1 月 17 日(水) 13:30～15:30
「生活支援する人･される人」(講師 松尾やよい氏)
②1 月 23 日(火) 13:30～15:30
「座談会」気軽に自分の住む地域をながめて
みませんか？
③２月中
「実践」地域のボランティアと実際に活動し
てみよう
ところ 美濃加茂市総合福祉会館
定 員 30 名（先着順）
問合せ・申込み 美濃加茂市社会福祉協議会
TEL 0574-28-6111(長谷)
FAX 0574-28-6110

ぎふ清流ハーフマラソン

ボランティア 3,000 人募集！

2018 年度東海ろうきん NPO 育成助成

とき・内容
①4 月 19 日(木)20 日(金) 参加賞袋詰め
②21 日(土) 受付･参加賞渡し、会場準備作業
③22 日(日) 参加者受付･参加賞渡し、駐車場
整理、完走証・記念品渡し、チッ
プ回収、給水、沿道整理・コーン
設営&撤去
ところ 岐阜メモリアルセンター、長良川など
募集期間 2 月 28 日(水)必着
問合せ・申込み ぎふ清流ハーフマラソン
ボランティア事務局
TEL 0570-052-050(平日 10:00～17:00）
FAX 0570-052-051

課題の解決に本気で取り組む
NPO の「基盤強化」を応援します

東海労働金庫が主催で、組織診断、基盤強化
など、NPO の活動を応援します。「募集説明
会」「個別相談会」も開催します。詳しくは、
http://www.momobank.net/をチェック!!
申込期間 3 月 9 日(金)必着
主 催 東海労働金庫
企画・運営・問合せ・申込み
コミュニティ･ユース･バンク momo
E-mail info＠momobank.net
TEL 052-933-3625
FAX 052-982-9089

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-m a i l: volunteers＠mail２. city.minokamo.gifu.jp
URL ：http://minokamo-sapo.net
TEL ：0574-28-1979
※ 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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録
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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。

♪笑顔に支えられ、演奏活動♪
a２+(ア・ドゥエ・ピゥ) 代表

里見 真美子

こんにちは♪ a２+〈ア・ドゥエ・ピゥ〉です。
ピアニストと声楽家と、それぞれの道で演奏活動をしてきた私たちが、
ふとしたきっかけで出会い、一つの音を作り上げていこうと結成して、
はや 10 年が経とうとしています。
名前の〈ア・ドゥエ〉は「２つの」「２つで」という意味の音楽用語
です。そして、〈ピゥ〉は、英語でいうところの「プラス」
。
ピアノと歌との二人、そして、ヴァイオリニストやテノール歌手など
の様々な音楽家との出会いの度にいろいろな音が紡ぎ出されていきます。
そんな風に出来上がった音楽を、クラシックはもちろんのこと、童謡・
唱歌・愛唱歌など、多彩なプログラムでお届けしています。
慰問先等での出会いを楽しみに、そして、そこで出会った皆様方の素
敵な笑顔に支えられ、毎回演奏させていただいています。
どこかの会場で出会えることを楽しみにしています。

ボランティアのお申し込みは、
みのかも市民活動サポートセンターへ
TEL：０５７４－２８－１９７９
ピアノ 沖本まり子

つながるコーナー

歌 里見真美子

