
  
 
 
 

 

～夏休みボランティア体験︕ご協力ありがとうございました～ 

猛暑の夏休み！小学校 4 年生～中学生、高校生が、各施設やボランティア 

団体の皆さんのおかげで、いろいろな場所で様々なボランティアを体験しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～夏ボラミーティング 初開催︕～   平成 30年 8月 20日（月）9:30～ 
小学生、中学生、インターンシップの学生さんが参加！ 

夏休みボランティアの体験でがんばったこと、出会ったかっこ
いい大人、みんなに教えてあげたいこと、こんな大人になりた
いなど、和気あいあいと楽しく話し合いました。 
≪参加者の声より  一部抜粋≫  

・ボランティアをして、人の笑顔が見られたことがうれしい。 

・ボランティアをやると、意外と楽しい。 

・おじいちゃんたちは体が不自由でも、元気で明るかった。 

・おじいちゃん、おばあちゃんとしゃべったら、楽しかった。 

 

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５回 災害ボランティアについて話そう   第６回 集客について考えよう 

～関市津保川氾濫の経験から～ 

■と  き ９月１９日㊌           ■と  き １０月１９日㊎  
 午前 10 時～11 時 30 分         午後 1 時 30 分～3 時まで 

■ゲスト 関市社会福祉協議会 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) 

夏休みボランティア体験 
 

■受入協力団体  ２５ 

■受入協力施設  １０ 

■参加者延べ人数  ２２４ 人 
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第 4 回 まんまるフェスタの開催について 
 

 
７月にお送りしました「まんまるフェスタ」についてのアンケ

ートにお答えいただきありがとうございました。皆さまからのア
ンケートに基づき、「第４回まんまるフェスタ開催」に向けて、
実行委員長の里見真美子さん（Do-Re-Mi）をはじめ、有志
の皆さんと当日の内容などについて企画中です。 

今年は今まで以上に、参加者同士が役割をもち、参
加者同士で協力し合ってやっていきたいと考えていま
すので、ぜひご協力よろしくお願いします。 

●開催日時  １２月１日(土)２日(日) ※予定 

●会  場  美濃加茂市生涯学習センター  

 

使用済み切手を「公益財団法人緑の地球防衛基金」へ送付 
  

みなさんからご協力いただきました使用済み

切手６．８５kg を「公益財団法人緑の地球防衛

基金」へお送りしました。ご協力ありがとうござい

ました。 

 

■協力者紹介（敬称略） （H29.3～H30.6） 

共栄製作所、みのかも部会局長婦人会、大畑、 

武田由紀子、後藤宏子、信田かなえ、その他 

美濃加茂市役所（市民課・人事課・施設経営課 

健康課・環境課・地域振興課・ふるさと納税係） 

 

 

 

「みのかも市民活動サポートセンター」移転のお知らせ 
 

 10 月中旬頃に「みのかも市民活動サポートセンター」は、現在の「美濃加茂市生涯学習センター３階」

から、美濃太田駅前の十六銀行美濃加茂支店北側にある「則竹ビルの１階」に移転することになりまし

た。期日や駐車場など詳細については、決定次第お知らせしますので、よろしくお願いいたします。 
 

≪お礼状より抜粋≫ 
…お送り頂き、誠にありがとうございました。 
お送り頂い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くださいますよう、宜しくお願い
申し上げます。 

2017 年度売上合計(’16 年 4月 1日～’17 年 3月 31 日) 

使用済みテレカ 21,820 円 苗木   35 本 

使用済み切手 1,235,759 円 苗木 1,968 本 

書き損じはがき 92,848 円 苗木   148 本 

不要コイン 17,200 円 苗木      3 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 

 

お知らせ みのかも市民活動サポートセンターからの 



 

 

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 

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 2019 
ボランティア 9,500人募集！！ 

日時：2019年３月８日(金)9日(土)ランナー受付 
10日(日)名古屋ウイメンズマラソン・ 

名古屋シティマラソン・ 
名古屋ウイメンズホイールチェアマラソン 

活動内容： 
 ・大会運営（ランナー受付、コース沿道の整理、 

ランナーへの給水・給食、手荷物預か
り・返却、ランナーサービスなど） 

・パワフルお助け隊 ・通訳ボランティア  
申し込み（9月 20日～11月 30日） 
問合せ マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 ボランティア

センター TEL：052-218-7351  
E-mail：marathon＠vol-expo2005.jp  

 

♪藤本流三味線 有志 ミニコンサート♪ 
～民謡・俗曲など～ 

と き：９月１７日(祝・月) 
     午後２時～3時30分(開場1時30分) 
ところ：中山道会館（美濃加茂市） 
※入場無料 
主 催：美春会 
共 催：NPO法人宿木 
後 援：美濃加茂市教育委員会 

美濃加茂市地域振興課  
問合せ：中山道会館 

TEL 0574-23-2200 
 
      
 

あなたも子育てサポーターになろう 

サポート会員養成講座 
と き：9月6日(木)7日(金)13日(木)14日(金) 
    午前 9時 30分～午後 4時 30分 
ところ：美濃加茂市総合福祉会館 2階研修室１ 
内 容：子どもの遊び、子どもの栄養と食生活、

子どもの病気など、（全 13講座） 
※１講座から受講可能 

対 象：子育て支援に興味・関心のある方 
定 員：30名（先着順） 
参加費：無料 
主催：みのかもファミリー・サポート・センター 
問合せ・申込み TEL：0574-66-6070 
 
地域のイベント情報掲載できます！掲載無料！ 
（10/11～1月上旬までの開催イベント） 
活動の PRにご利用ください。 

        ※1月・4月・7月にも発行 
◆のうひかわら版チラシ（のうひ葬祭株式会社） 
・可茂管内の新聞折り込み(10/10) 
原稿締切：9月 10日 ※先着順 3件 

◆「歩好里人」（歩好里人編集室） 
・岐阜新聞折り込み(第 1日曜)・保育園幼稚園 
・川辺・富加・坂祝町の広報 10月号折り込み  
原稿締切：9月 10日  

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

みのかも市民活動サポートセンターはこんなところ 

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。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw2Ja7tvvVAhVChbwKHVwbC48QjRwIBw&url=https://www.silhouette-illust.com/illust/30189&psig=AFQjCNHoHJ3PzFMsz6dXwcycmwSdVOUmfQ&ust=1504061000396587


  
 

 

 

 

 

「～ハワイアンを楽しく～♪」 

                アロハエコーズ代表 田口 光義 

“ALOHA～” 

 私達は、ハワイアンバンド（一応）、アロハエコーズと申します。どうぞよろ

しく！ 今のバンド名になったのは、５年程前ですが、実質は、もっと以前から

活動しています。現在、会員は８名です。（男５、女３） 

演奏の際は、スチールギターを中心として、ウクレレ・ベースギター・リード

ギターなどの楽器で構成しています。一般的に、ハワイの楽器といえば、ウクレ

レなどがよく知られていると思います。毎月２回、下古井交流センターで、コー

ヒータイムを交え、楽しく練習しています。 

今年度も今までに４回ほど地域のサロンやデイサービスさんを訪問し、演奏や

フラを楽しんでいただきました。その折には、フラサークルの「ティアレ」や「フ

ラエンジェル」の皆さんに参加してもら

い演奏会に花を添えていただきました。 

 今後は、より演奏内容を充実させるた

めにも、レパートリーを広げていきたい

と考えています。 

 みなさんと、今後ふれあう機会がある

時は、ご声援よろしくお願い申し上げま

す。 

 

新規登録された仲間を紹介します（敬称略） 

〇団体： 
市民活動支援隊 

（市民活動グループの悩みを解決し、活性化できるように交流の場を企画・運営する） 

テイクワン・シアターカンパニー 
（ジャグリング・パントマイム・バルーンアート・マジックなど）           

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 ＃ 9 0 

 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        
１４６団体               
個人 67 名です 

 
 

―――  H28 日本ガイシホールにて  ―
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