
  
 
 
 

 

平成 30年度大阪府北部地震 災害義援金の募金箱が設置されました 

このたびの平成 30 年大阪府北部地震により被災された皆様へ、心よりお見 

舞い申し上げますとともに、被災地域の一日も早い復興をご祈念いたします。 

市役所玄関ロビーにも募金箱を設置しました。皆さまのご協力を承ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、ここ加茂管内でも、飛騨川の濁りの影響で、森山浄水場や山之上浄水場が停止し、
断水や節水の影響で、日ごろの水道水のありがたさを痛感いたしました。 

災害は、ある日突然やってきます。今、私たちのできることは・・・ 

  〇万一のため、飲料水や生活用水などの備えをする。 

   〇大きな家具の前では寝ない。倒れてくると高い確率で大けがにつながる恐れがあります。 

〇家具の転倒防止対策をする。（家具の固定、ガラスに飛散防止フィルムを貼るなど） 

〇非常持ち出し袋など防災品を備えておく。（家族構成により必要な物が各家庭で異なります） 

〇助け合える関係をつくっておく。（日頃の近所づきあい、仲間づきあい、友達づきあいを大事に） 

 

毎月 1 回、市民活動に関するテーマを設定して、おいしいコーヒー

を飲みながらワイワイお話する気軽な場です。皆さんのご参加をお待

ちしています。 

 
第３回 美濃加茂の子どもの貧困ついて話そう   第４回 助成金を得て活用するために 

■と  き ７月１８日㊌             ■と  き ８月３１日㊎  
 午前 10 時～11 時 30 分           午後 1 時 30 分～3 時まで 
■ゲスト 美濃加茂市社会福祉協議会職員  ■ゲスト 北村隆幸さん 
 

どちらの回も  ■定 員 7 名  ■対 象 市民活動団体、まちづくり活動に興味のある人   

■進 行 北村隆幸さん(市民活動アドバイザー) 

平成 30 年度大阪府北部地震災害義援金募金 
 
■募金箱の設置場所：美濃加茂市総合福祉会館 玄関 

美濃加茂市役所 玄関ロビー 
■受付：平成 30 年 9 月 28 日まで 
■お問い合わせ： 

美濃加茂市社会福祉協議会（TEL0574-28-6111） 
美濃加茂市役所福祉課市民福祉係（TEL0574-25-2111） 
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第 4 回「まんまるフェスタ」についてのアンケート協力へのお願い 
  

まんまるフェスタは、生涯学習サークルや市民活動団体、ボランティア団体やそれを取り巻く地域

の人々が、それぞれの活動に興味を持ったり、関わり合ったりできる交流の場となることを目的として、

平成 27 年度に開催されました。 

この「まんまるフェスタ」をより良い交流の場にしていくために、どのようにしたら良いか、皆さんのご意

見をお聞かせください。同封のアンケートへのご協力をよろしくお願いします。 

■提出期日 7 月 20 日(金)までに、直接または FAX で、ご提出をお願いします。 
※FAX の場合、表裏合わせて 2 面ありますので、送信の際はご注意ください。 

＜まんまるフェスタの開催日について＞ 

12 月１(土）と２日（日）の２日間を予定していますが、皆さんからのアンケートの結果によっては、 

開催日数などが変更される可能性があります。 

 

さぽさぽカフェの報告 
 

■５月２３日（水）「LGBT について話そう！」 

レイニー・オーレ代表「マコト」さんに、話題を提供していた 
だきました。  
【１人でも多くの方に知っておいてほしいことは？】 
 ・呼び方に気を付けてほしい。 

（差別用語…ホモ・レズ・オカマ・オナベ・オネエなど） 
 ・アウティング（秘密を勝手に口外する）をしないでほしい。 
 
※「レイニー・オーレ」は当事者団体なので、悩んでいる人や、 
「LGBT」という単語が気になる人は、ぜひレイニー・オーレへ 
相談してみてください。 （E-mail：rainy.ole2416@gmail.com） 

                    

■６月２２日（金）「集客に苦労しないために」 

【集客が向上する４つのコツ】 
・連携と共催 
・SNS を使い分ける…ツイッターは 10 代、インスタグラム 
  は 10～20 代女性、FaceBook は 50 代が多く利用 
・イベントに参加してくれた人に、はがき・メールで連絡 
・メディアにとりあげてもらう 

※取り上げられやすい 5 つの情報 
→①独自性 ②波及性 ③新規性 ④子ども・若者 

⑤タイミング・季節感 
※プレスリリースをつくって、想いを伝える 

     →各新聞社に、写真ポイント・映像ポイントの時間 
なども知らせる 

お知らせ みのかも市民活動サポートセンターからの 

mailto:rainy.ole2416@gmail.com


 

 

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 1,000 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 
■TEL/FAX 0574-25-1979 ■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。 

掲示版 information 

ぎふ NPOセンター講座案内 
●“想い”を“かたち”に～NPO法人設立講座 
と き：7月 10日(火)、9月 15日(土) 
        13：30～15：30 

8月 24日(金) 18：30～20：30 
     ※３日とも、全て同じ内容 
●[かたち]になったら～NPO法人運営講座 
と  き：7月 24日(火) 13：30～15：30 

9月 28日(金) 18：30～20：30 
※2日とも、全て同じ内容 

ところ：ぎふ NPOセンター 
（岐阜市藪田南 5-14-12岐阜県シンクタンク庁舎 3階） 
参加費：500円（資料費込み） 
問合せ・申し込み（各開催日の 4日前まで） 

特定非営利活動法人 ぎふ NPOセンター 
TEL：058-275-9739 FAX：058-372-8502 
E-mail：npo@gifu-npocenter.org 

 

みのかもアルプホルンクラブ 10周年記念演奏会 
♪アルプホルンのしらべ♪ 
    ～ぎふの山からスイスの山に～ 

と き：8月 26日(日) 
     開場 13時 開演 13時 30分 
ところ：可児市文化創造センター 小劇場 

第 1部 10年の歩み 
第 2部 友情      ※入場無料 
第 3部 絆 
ゲスト：アルプホルンなごや・ 
大桑アルプホルンクラブ・諏訪アルプホルンクラブ・ 
玉川アルプホルンクラブ・ホルンアンサンブル朝顔 

主 催：みのかもアルプホルンクラブ 
問合せ：みのかもアルプホルンクラブ事務局 

TEL 0574-25-2193 
 
      
 

♪8月のお楽しみミニコンサート♪ 
●8月 6日(月)バイオリン演奏（洞興寺 山本住職） 
午前 8時～鳩吹山山頂 
午前 10時～可児川下流域公園 

●8月 9日(木)ウクレレと歌（山室氏） 
       歌と帯舞（佐藤氏） 
  午前 9時～龍済寺(犬山遊園近く) 
  午前 11時～善光寺(犬山遊園近く) 
●8月 15日(水)シンガーソング(大海有輝 氏) 
          三度笠(大沢氏） 
午前 9時～可児川下流域公園 
正午～鳩吹山山頂 

※可児川下流域公園：鳩吹山ふもともみじ公園 
主 催：シシ丸王国 寺子屋とことん塾 
問合せ：0574-65-2282(加藤敏男) 
 

夏休みのイベント 
◆おはなしランド 夏企画     

7月 28日(土)13:30~14:30中央図書館 
◆人形劇サークル「星の子」公演 

7月 29日(日)11:00～11:30中央図書館 
◆手作り絵本サークル「くるみの会」展示 
 7月 21日(土)～26日(木)東図書館 
 7月 27日(金)～8月 3日(金)中央図書館 
◆人形劇サークル「おおきなき Sakahogi」 
 7月 22日(日)14:00~15:00東図書館 
※詳しくは、 
広報みのかも 7月号をご覧ください。 

 

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  午前 9 時～12 時 
金曜日 午後１時～ 

4 時 30 分  
※どんなことでも、まずはお話して

頭の中を整理しませんか。 

みのかも市民活動サポートセンターはこんなところ 

mailto:npo@gifu-npocenter.org


  
 

 

 

 

 

 

「懐メロでボランティア」 

              ジュークボックス 代表 廣瀬 光義 

 皆様こんにちは！ 

私達は、懐メロボランティアグループ「ジュークボックス」と申します。 

会員は、市内と市外から５名で、懐メロ大好きという仲間です。懐メロ

は、昭和初期から昭和４５年位迄の歌を歌います。 

 グループの結成は平成１７年８月で、今年で１３年目を迎えます。

訪問回数はまだ少なくて、６月で１６５回になります。きっかけは、話せば長くなるので割愛させ

て頂きますが、ご利用者様から「ああ、懐かしい歌やったね」とか「ああ、よかった」と喜んで頂

いたのがうれしくて、活動を始めました。 

 私達の特徴は……一つ、曲数には自信があります。そしてもう一つ、自分達のボケ予防とし

て、すべて歌詞を暗記することです。 

 でも、私達も高齢者になり、以前のように活発な活動は

出来なくなってきています。どこまでやれるかわかりません

が、やれるところまで頑張りたいと思っていますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

                 

 

 

新規登録された仲間を紹介します（敬称略） 

〇団体：太田宿を楽しむ会 
（観光ボランティアのお手伝い、研修、 

観光イベントのお手伝い） 
こどもニコニコごはん （食をテーマにした勉強会、おやつ作り教室など） 

〇個人：井手上 安良（ギター演奏） 

他 1 名             

みのかも市民活動サポートセンター情報誌 

登 録 団 体 紹 介 ＃ 8 9 

 み ん な の 声 が あ つ ま れ ば 
ボランティア活動の内容や仲間のこと、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。 

 

登録は        
１４５団体               
個人 6９名です 
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