☀募集のお知らせ☀

みのかも市民活動サポートセンター情報誌

「クラブ参観日」まだまだ募集中‼
皆さんの活動紹介と会員募集の為の「クラブ参観日」は、期間を延長して、参加団体を募
集しています。「会員を増やしたい」と、お考えの団体さん、お申込みをお待ちしています‼
参加対象：会員募集希望の団体
内
容：「いつもの場所でいつもの活動」を行っていただきます。
開催期間内に１回以上の活動日を設定してください。
その活動日に体験希望者の方が参加します。

「さぽさぽカフェ」開催‼
テーマは「コロナ禍での活動どうしてる？」進行は市民活動アドバイザーの北村さん。オン
ライン企画や、距離をとった活動を行う中で、困ったことや工夫していることを皆さんでお
話しましょう。Zoom と会場参加の両方で参加者を募集しています！
＜開催日＞2021 年１月 27 日（水）10：00～11：30
＜会 場＞みのかも市民活動サポートセンター 則竹ビル１階
✐アドバイザー北村さんによる、その他ご相談も承ります。（要予約）ぜひご活用ください。
相談日は毎週水曜日（9：00～12：00）/毎週金曜日（13：00～16：30）

申込方法：☎0574-28-1979 （月～金曜日 8：30～17：00）
みのかも市民活動サポートセンターへお電話ください。
※新型コロナウィルス感染拡大の影響により、延期・中止する場合もあります。
ご了承ください。

＜公共施設臨時休館のお知らせ ＞
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
2020 年 12 月 16 日～2021 年１月 7 日まで
市内公共施設は臨時休館となります。
※詳しくは各施設にお問い合わせください。


【ご予約・お問い合わせ先】
みのかも市民活動サポートセンター 電話：0574-28-1979
〒505-0041 美濃加茂市太田町 1752 番地 1 則竹ビル 1 階
E-mail アドレス saposen@city.minokamo.lg.jp
ホームページ
https://minokamo-sapo.net

【年末年始のご案内】
2020 年 12 月 29 日（火）～2021 年 1 月 3 日（日）は、お休みします。
今年も一年、ありがとうございました。皆様、良いお年をお迎えください。
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今年度、美濃加茂市で表彰された団体さんを紹介します！
♕美濃加茂市功労者表彰「ボランティア功労賞」受賞！
「みのかも 花づくりの会」
「自分たちの街は自分たちの手で」を合言葉に市内
随所の花壇管理や清掃活動を長年続けてきました。
また、サポートセンター主催のボランティア体験に
協力し、積極的に子どもたちや外国人との交流を考
えた活動を続けていることが評価されました。

♕美濃加茂市社会福祉協議会ボランティア団体部門「会長賞」受賞！
＜２０２０年１０月２４日の社会福祉大会にて表彰式が行われました。＞

「椋バイオリンクラブ」
長年にわたりバイオリンを通じ、幅広い年齢層
で介護施設や、ぎふ清流里山公園を訪れ、市民
の皆さんへ、癒しの時間を提供してきたことが
評価されました。

「くれっしぇんど」
童謡・唱歌・流行歌に合わせて体を動かす「ここ
ろのエアロビクス」、高齢者向けの「おたっしゃ脳
トレ遊び」など、音楽パフォーマンスで親しまれ
る地域貢献活動を、長年にわたり行ってきたこと
が評価されました。

「琴城流大正琴 水月会」
大正琴の普及に努め、出張レッスンや合同演奏
会、介護福祉施設やいきいきサロンなど、高齢者
のための活動を行ってきました。多彩な音楽活動
で長年にわたり、地域に貢献してきたことが評価
されました。

✦おうちで社会貢献クエスト✦
～親子でやってみよう～

新型コロナウィルス感染症予防対策として、どちらのクエストも、
入場前の手指の消毒、マスク着用を徹底し、体温チェックなどを行っ
てもらい、イベントの進行も三密にならないように行いました。

今年夏に参加者を募り始まった「おうちで社会貢献クエスト」の
ふたつのクエストが、１１月に無事完了することができました。
１１月８日（日）
ぎふ清流里山公園にてペットの避難訓練を実施しました‼

11 月 14 日（土）
大手町公園の花壇がお花でいっぱいになりました‼

夏より「犬育応援プロジェクト ワンコミ」の田原さんを中心に、ペット
防災について学んできたクエスト参加者と、その家族の一員ワンちゃんたち
が集まりました。
災害時にペットを連れての避難に必要な持ち物の確認、あると便利なもの
なども紹介されました。また、岐阜県獣医師会の先生より、マイクロチップ
や登録の必要性、災害派遣獣医療チームＶＭＡＴの紹介、動物愛護センター
所長より里親募集についてなど、貴重なお話しをしていただきました。
今までの訓練の成果も大きく表れ、ワンちゃんたちも非日常の中、大変落
ち着いていて、ペットの避難訓練は無事終えることができました。ワンちゃ
んにとっても、よい経験になったのではないかと思います。
そして、ペット防災についての理解を広める第一歩になったのではないで
しょうか。

クエスト参加者と「みのかも花づくりの会」のメンバーが、種から育てた
パンジーを花壇に移植するイベントが行われました。
苗の育成具合にばらつきがあり、不安を感じながらも、愛情を込めて種
から育てたお花が花壇を賑わしています。
11 月 11 日（水）には、
「たから幼稚園」の子どもたちも、花植えを体験
しました。上手に植える子や、ちょっと苦手そうにしている子、たくさんの
子どもたちと交流することができました。
また、参加者の中には外国人の親子もあり、大手町公園の花壇はお花だ
けでなく、さまざまな人の思いもいっぱい咲いている花壇になりました。
お花を育てる喜びや楽しみを地域のみなさんと共有することができたの
ではないでしょうか。

「たから幼稚園」の子どもたちが
花苗を植えに来てくれました。→

「dog ボランティアクラブ」の
坂本さんとエマちゃんも参加しました。

避難に必要な持ち物をひとつずつ確認
している様子。
実際の防災に役立つ情報や、備蓄品につ
いて学びました。

ペット防災について、ご興味をお持ちの方は Youtube“ワンコミちゃんねる”vol.1～4
をご覧ください。また月１回のお散歩会を実施しています。参加希望の方は、
田原さん☎090-4165-1559 まで。「みんなの手」を見たことをお伝えください。

← 外国人の親子もクエストに参加し
育てた苗を花壇に植えました。
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