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TEL  058-264-0011  HP  http://g-mediacosmos.jp/center/
E-Mail  comm-act@city.gifu.gifu.jp

平成 28年 11 月 25 日（金）13時 30 分～ 16 時 30 分

《第１回》平成 29 年

1月23日（月）18:00 ～20:30
《第２回》平成 29年

２月27日（月）18:00～20:30

- 幻燈会 -幻幻幻幻- 幻燈会 -
Magic Lantern

PartyMagic Lantern
Party

【講 師】    延藤 安弘 氏 NPO法人 まちの縁側育くみ隊 代表理事・まち育ての語り部
【場 所】　みんなの森 ぎふメディアコスモス　かんがえるスタジオ

【講 師】    延藤 安弘 氏 NPO法人 まちの縁側育くみ隊 代表理事・まち育ての語り部
【場 所】　みんなの森 ぎふメディアコスモス　かんがえるスタジオ
＊電話･FAX または E-mail で市民活動交流センターまでお申込みください

≪お問い合わせ・お申込み先≫　みんなの森 ぎふメディアコスモス　市民活動交流センター　☎058-264-0011

平



市民活動支援事業 活動レポート 

NPO法人地域支え合い倶楽部

PTPI Central

ＳＨＩＮＹ

学びたいという向上心のある子ど
もたちに、学校とは違う環境で学
習の機会を提供する講習会を開催
しました。説明会での約束通り、
学習のルールを守ってどの子も真
剣に課題に取り組みました。

高齢者が住み慣れた地域で、いつ
までも生き生きと生活できること
を願ってサロンを開催しました。
サロンは梅林、白山地区の２か所
で行われ、パズルや脳トレ、ゲー
ム等を楽しんだり、おしゃべりし
たりと参加者は充実した時間を過
ごしています。

芥見東音楽同好会
メイクやネイル、ハンドマッサー
ジ等の研修を受けた若者が介護
施設に出向き、利用者に施術し
ながら交流を図りました。高齢
者の気持ちを若返らせる体験で、
社会に出ることに抵抗がある若
者も自信をもつことができました。

ながら「梅子の家」で夏休みに
子ども食堂を開きました。
いつものサロンと違って地域の
子どもたちと一緒に遊んだり、
勉強の相手をしたり、参加した
高齢者や支援者も楽しい時間を
過ごすことができました。

東日本大震災で岐阜に避難して
きている家族と支援者の交流会
を開催しています。長くなった
避難生活の困難さを少しでも解
消できるように、生活相談会や
お茶会を定期的に行って、生活
を支援しています。

コンサート、落語、映画、カラ
オケ等をワンコインで開催して
イベントに参加することで顔見
知りを増やし、お互いが「絆」
で結ばれ、一人でも多くの人が
家に閉じこもらず絆の輪で結ば
れるようにと活動しました。

外国人講師を招いて岐阜の魅力
を英語で伝えるワークショップ
を開催しました。グループに分
かれ、金華山、枝豆、鵜飼、岐
阜提灯など岐阜の魅力を発信す
るポスターを作成して紹介しま
した。

幼児から小学生を対象に、中国語
や中国文化に触れる活動をしてい
ます。 みんなの森 ぎふメディアコ
スモスやコミュニティセンターで、
簡単な中国語の会話や絵本読み聞
かせ、ゲーム、歌や手あそびなど
で国際交流の心を育てています。 

精神面に不安を抱え、社会に適
応できずに悩む若者たちを支援
しています。会員や近隣住民に
呼びかけ　「七夕会」を開催しまし
た。多くの人にＳＨＩＮＹの活
動を知ってもらえるよう、新聞
折込でチラシを配りました。

３．１１支援ネットワーク・ぎふ

２年前から成年後見制度の学習
会などに取り組み、後見制度の
必要性について学んできました。
今年度は「市民後見人養成講座」
（全10回）を開講し、市民後見人の
活動ができる人を養成しました。

特定非営利活動法人
　　ぎふ市民協岐阜部会

ながら「梅子の家」を運営する会

一般社団法人こもれびぎふ

中国語あそびサークル la_la

平成28年度

特定非営利活動法人
　　教育･地域交流機構



特定非営利活動法人
　市民後見センターぎふ

特定非営利活動法人クローバ

特定非営利活動法人
グッドライフ・サポートセンター

特定非営利活動法人
　チャイルドラインぎふ
子ども専用電話「チャイルドライン」
を知らせるカードを配布して、ホッ
とできる心の居場所があることを
子どもたちに伝えます。教育委員
会の協力を得て、岐阜市内の18歳
までの子どもたちにカードを届け
ました。

地域の空き家を有効活用し「駄菓子
屋併設子どもの待機所」と貧困家
庭対策を基本とした子ども食堂を
拡大した形の「ゆーがたハウス」
を定期的に開いています。年末に
は石焼き芋のはかり売りや、ミニ
門松作りが行われ大盛況でした。

特定非営利活動法人
コミュニティサポートスクエア

ＦＣ岐阜対レノファ山口ＦＣ戦のパブ
リックビューイングを柳ケ瀬商店街で
開催しました。アウェーゲームもみん
なで応援し、一緒に盛り上げようとい
う試みです。ゲームの前にはじゃんけ
ん大会やトークイベントもあり、大勢
のファンが楽しみました。

音楽との出会いで、こどもたちは
自己肯定に気づいて他者との信頼
を繋ぎながら成長していきます。
「ぎふの森学園コンサート」では、
こどもたち一人ひとりが日頃の成
果を力いっぱい発表しました。

誰でも気軽に立ち寄れるほっこ
り広場の講座の中でも「いきい
き筋トレ」は毎回人気の講座で
す。筋トレサポーターの指導の
下、椅子に座って筋トレをして
気分をリフレッシュできます。

高齢者の増加とともに認知症高齢
者の増大、成年後見人不足が予想
されることをふまえ、市民後見人
の育成をめざしてセミナーや各地
での出前講座を開催、普及啓発活
動を行いました。

10 月の「ボランティア活躍事業
セミナー」では、活動の紹介や、
保健所やボランティア経験者の
質疑応答などを行いました。参
加者は犬猫に関する現状を知り、
保護施設で活動する際に必要と
　なる知識を学びました。

食物アレルギーの子供を持つ親
向けに、作る楽しみを知り新メ
ニューを考える気力を養うため
に料理教室を開催しました。食
材の特性を生かした講義の後、
和気あいあいと料理作りを楽し
みました。

ぎふの森学園

柳ケ瀬パブリックビューイング
実行委員会

Happy Choice

長森西夏まつり実行委員会
焼きそば、かき氷、風船釣り、射
的など地域の人たちがたくさんの
お店を出し、とてもにぎわいまし
た。踊りのお囃子は三味線や太鼓
の生演奏で、会場を盛り上げまし
た。大学生たちが踊り方を説明し
たり声をかけたりして、皆で盆踊
りを楽しみました。

信長ゆかりの美濃薬膳を学び、
地域文化を継承する担い手づく
りを目指して研修会や薬草園の
見学会を開催しています。参加
者は、専門家を招いた研修会を
受講して生薬や植物、漢方の基
礎や薬膳全般についての知識を
学びました。

ＮＰＯ法人ＯＲＧＡＮ



マドレボニータ東海ＴＯＭＯＳ

岐阜友の会
みんなのギャラリーで「幼子発
見Ｕ６ひろば」を開催。子育て
について学べる展示、ボタンか
けや蝶々結びなどを楽しみなが
ら体験できるスタンプラリーな
どが行なわれ、大勢の親子連れ
で賑わいました。

10 月には「子どもへの性の伝え
方講座」を開催し、約 40 名の参
加者が真剣に受講しました。夫
婦での参加も６組あり、産後の
家族について、子育てや夫婦の
ありかたについて見直すきっか
けになりました。１月には両親
学級も開催予定です。

一般社団法人ブルーエッグ
岐阜で活動を続けているミュージ
シャンが、ストリートライブを地
域の方々と共生して開催できるよ
うに、開催のマナーやルールづく
りを確立します。計測器で音量を
計って音量管理を徹底しながら、
ストリートライブを行います。

☎ 058-264-0001
①９:00 ～ 10:30 ②10:30 ～ 12:00
1/26、2/2･9･16･23、3/2･9･16･23



 「メディコスクラブ」は、市民でつくる“みんなの森 ぎふメディアコスモス”の応援団です。昨年９月２２日に設立
総会が開催されました。メディコスクラブ通信では、メディコスクラブの活動についてお伝えしていきます。

          2017年
「毎月２木６３０集まって情報交換会」は・・・

…と続きます。２/９、３/９、４/13 （木）２/９、３/９、４/13 （木）

-vol.1-



市民活動団体登録の更新が
始まっています

　「つくるスタジオ」には印刷機器や作業テーブルが設置されており、主に市内で市民活動を行う団体等のミーティ
ングや資料づくり、活動のための各種準備作業の場として活用できます。またコピー機や、大量印刷・ポスター印刷
なども可能な大型カラー印刷機を設置しています。 

●モノクロ輪転機 ＊用紙持込み
市民活動登録団体は ひと月につき10製版・総計2000枚まで無料で利用
できます。※上限を超えた場合は有料になります（用紙は持込みでお願いします）

●カラー印刷機 ＊用紙持込み
●複合コピー機
●大判カラー印刷機

◇大300円/月(H540×W320×D510mm)
◇小150円/月(H400×W320×D510mm)

対 象  市民活動団体登録を受けた団体   期 間  原則１年
※ロッカー使用団体は付属設備として、メールBOXが使用できます。
（メールボックス内寸法：H80×W240×D330ｍｍ）

ボランティア
相談受付中！

　平成 28 年度市民活動団体登録の有効期限は3月31日までです。
更新される団体は、2 月末日までに必要書類を窓口に直接提出
して更新手続きをお済ませください。更新についてご不明な点は
お問い合わせください。

編  集  後  記
みんなの森
ぎふメディアコスモス

市民活動交流センター
開館時間

午前９時~午後９時

休 館 日

毎月最終火曜日
（祝日と重なる場合は翌日）
年末年始（１２/３１～１/３）


