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「ＮＰＯ・市民活動団体における助成金の活用について」

目

的：ＮＰＯ・市民活動団体が、助成金への申請をきっかけとして団体の活動を見直し、事業
の実施を通じて活動を広げていく可能性を講義と実践例から学ぶことを目的とします。
講
師：中尾 さゆり氏（特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ 理事・相談事業部長）
日
時：2015 年２月２８日（土）１３：３０～１５：３０
場
所：稲沢市総合文化センター 第 2・第 3 会議室
対
象：ＮＰＯ・市民活動団体向けの助成金の申請・活用に関心を持つ方
主
催：稲沢市市民活動支援センター
申込方法：氏名 or 団体名と電話番号を下記までお電話にてお申込みください。
稲沢市市民活動支援センター ℡ 0587-33-6400
【研修プログラム】
●基本講義：市民活動向け≪助成金制度への申請と活用≫方法について
●事例報告：あいちモリコロ基金採択団体の方に、実際に助成金を申請し、採択され、
事業を実施した経験についてご報告いただきます。
講師プロフィール
■中尾 さゆり氏 特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ 理事・相談事業部長／税理士
2007 年度より「あいちモリコロ基金」の運営サポート事務局として助成金申請相談、制度
との改善提案、評価に従事。他、各種団体の助成金等の審査員多数。
※ 詳細はＮＰＯ会計・税務 リクツとコツ（http://blog.canpan.info/sally_nakao/）参照。

○インフォメーション
◎2014 年１１月８日（土）「ＮＰＯ法人はんどるわっと」（代表：川口
育委員会から感謝状（地域ぐるみで子どもの心をはぐくむ活動を実践
し多年にわたり家庭教育推進に顕著な成果をあげられましたので感謝
の意を表します）を受賞されました。
◎公益財団法人日本生態系協会の「２級ビオトープ計画管理士」資格
に長崎
秀俊さん（Longhill Net 会員）が合格されましたので紹介
します。自然や歴史、文化など地域で受け継がれてきた貴重な財産を
活かし、国際的な動向を踏まえつつ、自然と伝統が共存した美しいま
ちづくり･くにづくりを実践する最先端の技術者、それが「ビオトー
プ管理士」です。
１

ゆかり）様が愛知県教

○登録団体活動計画
2014 年の秋【「みんなの学校」稲沢研究会】
を立ち上げました。身近な学校や地域、教育や
保育について情報交換をしながら考え合う会です。
この会の始まりは TV ドキュメンタリー「みんなの学校」を一緒に見たのがきっか
けでした。大阪にある実在の公立小学校の１年が撮影されていました。様々な困難
を抱えた子ども達と先生や地域の大人達が向き合い悩める教師も含めてそれぞれの立場で学びあ
い困難を乗り越えていく様子が、いきいきと映し出されていてとても新鮮でした。私達は、このド
キュメンタリーの中に息づくたくさんのメッセージを私達なりに受けとめ直し、この地域や学校に
も伝えていけたらいいだろうなと考えました。公開企画と毎月の定例会の 2 本立てで会を進めて
います。第１回公開企画では母親の体験報告会を開き定例会では教育関係の新聞記事や宮澤賢治の
童話もとりあげました。今春には２回目の公開企画として映画の集いや講演会を計画しています。
いつでも、どなたでも、ご参加ください。
➡E-mail：minnanogakko1730@gmail.com （共同代表＝田中 亜希／中沢 一議）
障がい者と健常者が「共に生きる社会」への第一歩は、障がいのある子もない子も「共に学ぶ学
校(園)」から！ 障がいがあっても、みんなと一緒に学び、子ども時代の今しかできない当たり前
の経験をすること、そんな選択肢を一緒に考えてみませんか。
日時・会場

① 2015 年２月１５日（日） １３：３０～１６；００
稲沢市総合文化センター 2 階 第 1 会議室（南）
② 2015 年３月２８日（土） １３：３０～１６：００
稲沢市総合文化センター 2 階 第 1 会議室（北）
稲沢市国府宮三丁目 1-1-101（名鉄国府宮駅東口徒歩３分）
申 込 み 申し込みは不要ですが、準備の都合上、できれば事前にご連絡ください。（お子様連
れで気軽にお越しください。）
お問い合せ ℡ 090-6622-0157（電話は１９：００以降に大野までお願いします）
➡E-mail：o_taku8@yahoo.co.jp
※ 参加費（無料）
主
催 稲沢・地域で共に生きる会
後
援 西尾・地域で共に生きる会／With-Be（ウィズ・ビー） など

三世代交流 イベント開催！！ 2015 ３・１４（土）入場無料
時間➡１０：００～１５：００ 場所➡愛知県下水道科学館（稲沢市平和町須ケ谷 295-3）
主 催：愛知県下水道科学館（℡ 0567-47-1551） 後 援：稲沢市・稲沢市教育委員会
企画運営：生き活き小町/チアフル・ママ/NPO 法人 ORR 社会貢献センター（オレンジリボンライダー事務局）

お問合せ先
TEL 生き活き小町事務局（090-2138-1909 服部） E-mail：info@cheerful-mama.com
チアフル・ママ事務局（080-3679-1143 江崎）Blog：http://ameblo.jp/chevent2011/
２

オープンアーキテクチャー ～建築は面白い～
≪大口町立大口南小学校≫
・日 時
・場 所
・内 容
（時間）
・入場料
・主 催
・お申込

・後

援

２０１５年３月 28 日（土）０９：３０～１２：００
大口町立大口南小学校（愛知県丹羽郡大口町奈良子 3 丁目１１６）
見学会受付開始
０９：３０～
建物の概要説明と見学 １０：００～１１：００
解説と質疑応答
１１：００～１２：００
無料（中規模・大規模木造建築に関心のある方、どなたでもご入場いただけます。）
(公社)愛知県建築士事務所協会 一宮支部
（公社）愛知県建築士事務所協会 一宮支部 事務局（祖父江）※ 定員 30 名（先着順）
TEL・FAX (0586) 64-8418（お電話は月・水・金 10：00～15：00）
E-mail：info@aichi-jimkyo-ichinomiya.org U R L：http://aichi-jimkyo-ichinomiya.org/
愛知県・一宮市・稲沢市・愛知県教育委員会・一宮市教育委員会・稲沢市教育委員会 など

皆さんの入場料や募金が東日本大震災の支援金になります。コンサートの収益金、募金は未来の福島こど
も基金に全額、支援金として送ります。◆未来の福島こども基金 http://fukushimachildrensfund.org
■お問合せ：田島 章吉 ℡ 090-8134-8582 ■後援：稲沢市・稲沢市教育委員会・中日新聞社
３

➡日 時：５月１７日（日曜日）
１０：００～１５：００（予定）
➡場 所：愛西市勝幡小学校体育館
※ 詳細は後日ホームページ等で掲載！
http://www.ooutsuke.org
天文３年（1534 年）５月天下の武将・織田
信長が稲沢市に所在した城・勝幡城にて生を受
けました。「NPO 法人信長生誕を育む会」は大う
つけと呼ばれた信長公が、この地に生まれたこと
を多くの方々に知って頂く活動をしています。地域
の皆様と、ご一緒に盛り上げたいと思いますので是非ご来場ください。

○ボランティア募集
“新市民病院で活動してみませんか！”市民サービスの向上と地域に開かれた病院を目指し
て病院ボランティア活動をしていただける方を募集します。
【対
象】市民病院の研修後 無償の奉仕活動のできる方
【活動日時】平日 ８：３０～１１：３０
（活動日時は希望にあわせます）
【活動内容】外来診療科などへの案内・高齢者、身体障害者、
視聴覚障害者、車椅子利用患者等の介助など
【問合せ先】稲沢市民病院ボランティアグループ「あんり」
リーダー 江本 眞一 ℡ 090-9904-8211

○「本日の支援センター」を追加
市民活動支援センター ホームページをご覧ください！
当市民活動支援センターホームページに「本日の支援センター」
を追加しました。ご利用状況等の情報を発信しています。皆さまか
らのコメント＆いいね！ボタンをお待ちしています。

○登録団体
◎「みんなの学校」稲沢研究会
代表者
中沢 一議
活動内容
共生社会にふさわしい学校のあり方を考え、学びあう研究会。講演会、上映会、
体験報告会、見学会等を開催
連絡先
TEL 0587-32-1475
◎稲沢音楽らんど
◎いちえ会
代表者
百々 友子
代表者
活動内容
こどものリトミック
活動内容
（音楽にあわせてこどもたちとあそぶ）
連絡先
連絡先
TEL 0587-22-1155
４

丸子 ふみ子
写真技術の向上
TEL 0587-21-2108

