みのかも市民活動サポートセンター情報誌

募集のお知らせ
◆第 42 回 緑の都市賞 【緑の市民協働部門】
応募締切：令和４年 6 月 30 日（木）
みどりの事業の実績を表彰します
◇内閣総理大臣賞
賞状、副賞及び活動助成金（20 万円）
◇国土交通大臣賞
賞状、副賞及び活動助成金（15 万円）
◇都市緑化機構会長賞 賞状及び活動助成金（10 万円）
◇第一生命財団賞
賞状及び活動助成金（10 万円）
◇奨励賞
賞状及び活動助成金（ 5 万円）
＜対象となる活動＞
ボランティアを基本とした緑化活動で、地域の会社や環境へ貢献するものとします。
（例：町内会・自治会等の地縁団体、NPO 法人、学校・病院等での活動を展開している団体）

＜送付・問い合わせ先＞
公益財団法人都市緑化機構内「緑の都市賞」事務局
電

話：03-5216-7191

メールアドレス

FAX：03-5216-7195

midori.info@urbangreen.or.jp

◆公園・夢プラン大賞 2022「やりたい夢」
応募締切：令和４年９月３０日（金）
公園で「やってみたい」
「できたらいいな」という楽しいイベントや活動のアイデアを募集します。
◇最優秀賞 賞状+副賞（５万円のギフト券）
◇優秀賞
賞状+副賞（３万円のギフト券）
◇入選
賞状+副賞（１万円のギフト券）
＜応募条件＞
どなたでも応募できます。
＜審査ポイント＞
やってみたくなる・参加したくなる新しいイベントのアイデア
公園利用方法の新しい提案
イベント実施への思いが伝わってくるもの。
＜送付・問い合わせ先＞
一般財団法人 公園財団「公園・夢プラン大賞」係
電話 03-6674-1188（担当：川田・森崎） FAX：03-6674-1190
メールアドレス
yumeplan@prfj.or.jp
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アドバイザー

北村さんの相談予約受付中です！！

新型コロナウィルスの流行により、この２年間で生活スタイルがすっかり変わり、マス
ク着用・消毒・ソーシャルディスタンスなどの感染症予防対策が当たり前になりました。
都市部の企業では、リモートワーク（在宅勤務）も定着し、働き方も大きく変わってい
るようです。
サポートセンターでも、講座の開催が「対面」から「オンライン」へと変化しました。
このコロナ禍で、皆さんの活動も制限されてしまい、休止されていた団体さんも多くあ
ったかと思います。今後、活動を続けていくためには、どうしたらよいのでしょうか？大
きく変化しなければならない場面もあるかもしれません。
そんな時は、ぜひ、サポートセンターへご相談ください。アドバイザー北村さんとお待
ちしています。活動内容を見直して再開したい、活動を「オンライン化」したいなど、With
コロナの時代に対応した活動方法をご提案いたします。

アドバイザー北村さんの相談日は
毎週水曜日の午前中（9：00～）予約制
電話・メールで予約受付中！！
※オンライン相談も可能です。（他の曜日での相談も可）

令和４年度

ボランティア活動保険のご案内

公式ホームページ https://yumeplan.prfj.or.jp
☀４月１日より申し込みの受付を開始しました！

【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

金
額： ￥３２０（ひとり）1 年間
期
間： 令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 4 月１日
対
象： みのかも市民活動サポートセンターに登録している団体、個人
保険会社： あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
※加入者の名前・住所を記載した「加入者名簿」をご用意ください。

今年度も開催します！オンラインセミナー
参加費無料・Zoom セミナー・YouTube 録画配信
前年度ご好評いただきました、北村さんとの共同企画、「さぽさぽカフェ」×
「暮らしの中の SDGｓ」を今年度も開催します。
今回は、回数を増やし計画しています。
進行役にアドバイザーの北村さん、サポートセンターに登録している方をゲスト
としてお招きし、お話を伺います。
普段の市民活動が、どの様にＳＤＧｓの目標達成につながるのか、ヒントになれ
ばと思います。

【開催スケジュール】

第 2～3 回

参加者募集中!

参加費無料・Zoom セミナー・YouTube 録画配信

地球や人にやさしく暮らす
～私たちにできる SDGs ってどんなこと？～
SDGｓの課題解決につながる生活を提案します。
ゲスト：エシカラ代表

眞坂治子さん

第１回目は終了しました。

毎月第４水曜日/午前 10：00～11：30/全９回
①6/1 ②6/22 ③7/20（第３水曜日） ④9/28 ⑤10/26
⑥11/30（第 5 水曜日） ⑦12/21（第 3 水曜日）⑧1/24 ⑨2/22
※開催日・講座内容は変更になる場合があります。

ワンちゃんと暮らす
～ワンちゃんを迎えたら～
マイクロチップの装着・登録が義務化されます。
獣医さんや自治体の情報をお伝えします。
ゲスト：ワンコミ代表

田原佐織さん

当日参加できないという方は、後日、録画配信（YouTube）での視聴が可能で
す。お申し込み時に録画配信をお選びください。
また、Zoom のご参加が難しいという方は、サポートセンターで当日参加する
ことも可能ですので、気軽にご相談ください。

暮らしの中の危機管理
みのかも市民活動サポートセンター：TEL0574-28-1979

こちらの↓QR コードからも、お申し込みいただけます。

スマホでも簡単に参加する
ことが可能です。
ぜひ、オンラインセミナーに
チャレンジしてみてください。

～あなたの知らない危機一髪～
日常生活に潜む危険について、教えていただきます。
ゲスト：岐阜大学 地域減災研究センター
特任准教授村岡治道さん

すべて参加、１回のみの参加も OK です！

お申込み期限：各回とも開催週の月曜日まで
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