みのかも市民活動サポートセンター情報誌
◆ＮＨＫ厚生文化事業団

№114

地域福祉を支援する「わかば基金」

申請締切：令和３年３月３０日（火）
ホームページ：https://www.npwo.or.jp/
＜支援金部門＞
福祉活動の拠点を設け、より活動を広げたいグループ
最高 100 万円
＜リサイクルパソコン部門＞
パソコンを利用した福祉活動で、台数を増やし活動の充実を図りたいグループ
１グループにつき３台まで

◆ドコモ市民活動団体助成事業
申請締切：令和３年３月 31 日（水）
ホームページ：https://www.mcfund.or.jp/
＜子供の健全な育成を支援する活動＞
不登校の子どもや保護者恵の支援、安全な居場所の提供や相談活動
上限 7０万円
＜経済的困難を抱える子供を支援する活動＞
学習、生活、就労支援を目的とした活動
上限 100 万円

【令和３年３月発行】

今年度、新規登録されました６つの団体さんを紹介します！
【山之上まちづくり協議会】
山之上をよりよくするための活動を行う

【キッズサロンちえの輪】
放課後の児童預かり施設運営

【チーム ハッピリー】
花作り・苗作り

【

】

介助犬の育成・災害時の動物救護

【やよい句会】
日常のひとこまを俳句で表現・句会開催

【こどもの庭】
保育・育児相談

「クラブ参観日」の参加団体を常時、募集します！
団体さんの活動紹介と会員募集の為の「クラブ参観日」は、常時、参加団体を受付
し、その都度、体験者を募集します。
「会員を増やしたい」と、お考えの団体さん、いつでも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。
活動日に体験希望者の方が参加します。
※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。

【予約・申込・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

みのかも市民活動サポートセンターは

皆さんの活動を応援します！
団体の活動支援
人と資金、団体の立ち上げな
ど、アドバイザーによる相談
の場を提供します。

情報提供・発信
団体のイベントや会員募集、
助成金情報、センターの催し
などを発信します。

活動団体との連携

提供サービス

ボランティア活動をした
い人と団体、また支援を求
める人をつなぎます。

ボランティア保険の窓口、
コピー・印刷機・フリースペ
ースが利用できます。

「椋バイオリンクラブ」さんに
公益社団法人ソニー音楽財団
「子ども音楽基金」の
助成金の交付が決定しました！

みのかも市民活動サポートセンターのホームページ内の、登録団体紹介の部分を
より詳細に掲載し、市民活動やボランティアに役立つページへと充実させていきた
いと考えています。
そのため、みなさんに別紙の「サポートセンター情報登録カード」に記入いただき、

応募総数 100 件以上ある中で、助成金の対象となる１２団体の内の 1 団体に
「椋バイオリンクラブ」さんが選ばれました。
ソニー音楽財団「子ども音楽基金」は昨年から始まった新しい音楽基金。子どもたち
への教育を目的とした音楽活動に取り組んでいる団体の活動の支援として、助成を
行っています。
「椋バイオリンクラブ」さんは、子どもたちの使用する楽器を、複数購入できるように
申請し、交付が決定しました。

「活動中の写真」を付けて、サポートセンターへ提出をお願いします。
今回より、「活動紹介」・「協力できること」・「協力してほしいこと」が加わりました。
支援してほしい人と団体をつなぐ目安となるよう、活動中の写真と共にホームペー
ジにてご紹介します。
ホームページ掲載イメージ
「会員募集中」
募集中の団体のみ表示します。

「協力できること」を紹介

贈呈式の様子がインターネットで
ご覧いただけます。↓
https://www.smf.or.jp/kok/

＜椋バイオリンクラブについて＞

例：〇〇〇について勉強会を開
催します。
活動中の写真

写真

美濃加茂市のバイオリン人口を広げようと、１８年前にクラブを発足。

「楽器を習うにはお金がかかる」ということを懸念され、栗山さんは、
個人のバイオリンを、子どもたちへ貸出しています。
また、初心者のための体験レッスンを下記のスケジュールで行っています。

活動の紹介文

「協力してほしいこと」を紹介
例：〇〇〇の危機について多くの人
に知ってほしい

写真

＜毎週日曜日／14：00～16：00／生涯学習センター301＞
会員募集中です!!
♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬
＜椋バイオリンクラブ代表 栗山さんより＞
この度、第２回ソニー音楽財団 子ども音楽基金の採択を受けることになりました。
ソニー音楽財団さんからいただいたお金で、子どもたちのバイオリンを購入します。
たくさんの子どもたちが、この楽器を使って気軽にバイオリンを楽しんでくれることを
願います。

♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬♫♪♫♪♬

◆「サポートセンター情報登録カード」と「活動中の写真」を
４月３０日（金）までに
みのかも市民活動サポートセンターへ提出してください。
◆令和３年度のボランティア保険のお申込みについて、
４月１日（火）より受付開始いたします。
加入希望の方は、同封の保険申込書と会員名簿に記入いただき、みのかも市
民活動サポートセンターへ提出してください。
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