
◆平成2７年度 「市民活動パネル展Summer」の開催 ◆ 
 

 日 時 ： ７月２４日(金）～８月2日（日）   

 場 所 ： ららぽーと磐田 １F 磐田市情報館にて  
 

今年度も磐田市情報館にて市民活動パネル展を開催します。来場者向けに体験や販売（団体のPRの物、

手作り品に限る）、会員募集やイベントのチラシ配布などのPR活動も出来ます。団体の魅力を発信する 

場として、是非ご活用ください。 

  

◆ H27年度みんなの活動応援講座 会議フゔシリテーション中級講座 開催 ◆ 

◆市民活動センターのFacebookページが出来ました !!◆ 

＜管理・運営 ＮＰＯ法人 磐田まちづくりネットワーク＞ ２０１5．７月発行
〒438-0832 磐田市森岡１５０ TEL＆FAX 0538-36-1890

E-mail：iwata-npo@za.tnc.ne.jp

URL    :  http://iwata-npo.org/    

Facebook : https://www.facebook .com/iwata.noppo              

七夕の宵はつい、夜空を見上げてしまいます。あなたはどんな願いを短冊に込めましたか？

1年に1度、そんな思いで夜空を見上げるのも良いものですね。

センターへは各種講座や助成金情報なども届いていますので、お気軽にお立ち寄りください。

講座情報や助成金、センターでのできごとなどの情報

を発信していきますので、皆さんご覧ください。ぜひ

「いいね！」や「シェゕ」もお願いします。

ｈttps：//www.facebook.com/iwata.noppo

会議のプロに学ぶ「みんな満足！楽しい会議の進め方」

6月6日（土）13：30～16：30 豊田支所２F 大会議室

講師：会議フゔシリテーター普及協会 副代表 小野寺 郷子 氏

今回は虹をイメージした飾りつけです。梅雨のうっとうしさをふきとばす

ほど、たのしい雰囲気で始まりました。 コミュニケ―ションスキルの向上

を目指して、他者と打ちとけるために必要な人との付き合い方など学び

ました。 参加者から「楽しい会議の進め方をもっと学びたいなど」の声

が寄せられました。

※詳細は、8月1日は発行のセンター通信第43号をご覧ください。



うさぎ山の青空おさんぽ会はコドモノココロで
自然遊びの楽しい時間をすごします

あなたの団体の情報をお寄せ下さい。

イベント・講座・会員募集・・・・etcお待ちしています。
　直接のご来館・ＦＡＸ・Ｅメールにて受付します（毎月20日〆2ヶ月程度先の情報までＯＫ！）

◆うさぎ山のあおぞらおさんぽ会◆           ～しぜんあそびイベント～    

◆ 富士へ響け友好の歌声◆ 

～国際交流コンサート～カールスルーエ独日協会合唱団～ 

  8月30日（日） 

  

  ※詳しい問い合わせは坪井さんまで 

助成金名 応募締切 対象・備考 分野 申請書請求方法

公益信託　大成建設株式会社

歴史環境基金

サイトよりダウンロード
 03-6659-6310 

サイトよりダウンロード 
☎03-3234-1694
Fax03-3234-1603

公益財団日野自動車グリーンファンド

Pnasonic NPOサポートファンド 7月31日

国際交流公益財団　かめのり財団

サイトよりダウンロード 
03-3574-5665 

　環境
/子ども

①自然環境保全に資する樹木や草花の植樹の実
施、②自然環境保全活動の実施　③自然環境保全
に資する調査や研究の実施　④自然環境保全に資
する教育や諸啓発活動の実施、総額：750万円程度
を予定

○環境分野ー環境問題に取り組み、強い市民社会
の創造を目指すNPO/NGO　○子ども分野ー新しい
社会の創造を目指し、先駆的な活動と自己変革の
挑戦すNPO/NGO　１団体 上限２00万円

9月11日

日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした
相互理解・相互交流の促進や人材育成に草の根で
貢献し、今後の活動が期待される個人または団体
を顕彰します。10件50万円

7月31日
国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全
活用にかかわる活動や研究  総額：1,500万円　助
成件数：30件程度

歴史環境
サイトよりダウンロード

☎ 03-3274-9210 
Fax 03-3274-9504

7月31日 自然環境

助成金名 応募締切 対象・備考 分野 申請書請求方法

公益信託　大成建設株式会社

歴史環境基金

Pnasonic NPOサポートファンド 7月16~31

国際交流公益財団　かめのり財団

サイトよりダウンロード 
03-3574-5665 

　環境
/子ども

①自然環境保全に資する樹木や草花の植樹の実
施、②自然環境保全活動の実施　③自然環境保全
に資する調査や研究の実施　④自然環境保全に資
する教育や諸啓発活動の実施、総額：750万円程度
を予定

○環境分野ー環境問題に取り組み、強い市民社会
の創造を目指すNPO/NGO　○子ども分野ー新しい
社会の創造を目指し、先駆的な活動と自己変革の
挑戦すNPO/NGO　１団体 上限２00万円

9月11日

日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした
相互理解・相互交流の促進や人材育成に草の根で
貢献し、今後の活動が期待される個人または団体
を顕彰します。10件50万円

7月31日
国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全
活用にかかわる活動や研究  総額：1,500万円　助
成件数：30件程度

歴史環境
サイトよりダウンロード

☎ 03-3274-9210 
Fax 03-3274-9504

7月31日 自然環境 サイトよりダウンロード
 03-6659-6310 

サイトよりダウンロード 
☎03-3234-1694
Fax03-3234-1603

公益財団日野グリーンファンド

助成金名 応募締切 対象・備考 分野 申請書請求方法

公益信託　大成建設株式会社

歴史環境基金

Pnasonic NPOサポートファンド 7月16~31

国際交流公益財団　かめのり財団

サイトよりダウンロード 
03-3574-5665 

　環境
/子ども

①自然環境保全に資する樹木や草花の植樹の実
施、②自然環境保全活動の実施　③自然環境保全
に資する調査や研究の実施　④自然環境保全に資
する教育や諸啓発活動の実施、総額：750万円程度
を予定

○環境分野ー環境問題に取り組み、強い市民社会
の創造を目指すNPO/NGO　○子ども分野ー新しい
社会の創造を目指し、先駆的な活動と自己変革の
挑戦すNPO/NGO　１団体 上限２00万円

9月11日

日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした
相互理解・相互交流の促進や人材育成に草の根で
貢献し、今後の活動が期待される個人または団体
を顕彰します。10件50万円

7月31日
国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全
活用にかかわる活動や研究  総額：1,500万円　助
成件数：30件程度

歴史環境
サイトよりダウンロード

☎ 03-3274-9210 
Fax 03-3274-9504

7月31日 自然環境 サイトよりダウンロード
 03-6659-6310 

サイトよりダウンロード 
☎03-3234-1694
Fax03-3234-1603

公益財団日野グリーンファンド
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公益信託　大成建設株式会社

歴史環境基金

Pnasonic NPOサポートファンド 7月16~31

国際交流公益財団　かめのり財団

サイトよりダウンロード 
03-3574-5665 

　環境
/子ども

①自然環境保全に資する樹木や草花の植樹の実
施、②自然環境保全活動の実施　③自然環境保全
に資する調査や研究の実施　④自然環境保全に資
する教育や諸啓発活動の実施、総額：750万円程度
を予定

○環境分野ー環境問題に取り組み、強い市民社会
の創造を目指すNPO/NGO　○子ども分野ー新しい
社会の創造を目指し、先駆的な活動と自己変革の
挑戦すNPO/NGO　１団体 上限２00万円

9月11日

日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした
相互理解・相互交流の促進や人材育成に草の根で
貢献し、今後の活動が期待される個人または団体
を顕彰します。10件50万円

7月31日
国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全
活用にかかわる活動や研究  総額：1,500万円　助
成件数：30件程度

歴史環境
サイトよりダウンロード

☎ 03-3274-9210 
Fax 03-3274-9504

7月31日 自然環境 サイトよりダウンロード
 03-6659-6310 

サイトよりダウンロード 
☎03-3234-1694
Fax03-3234-1603

公益財団日野グリーンファンド
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公益信託　大成建設株式会社

歴史環境基金

Pnasonic NPOサポートファンド 7月16~31

国際交流公益財団　かめのり財団

サイトよりダウンロード 
03-3574-5665 

　環境
/子ども

①自然環境保全に資する樹木や草花の植樹の実
施、②自然環境保全活動の実施　③自然環境保全
に資する調査や研究の実施　④自然環境保全に資
する教育や諸啓発活動の実施、総額：750万円程度
を予定

○環境分野ー環境問題に取り組み、強い市民社会
の創造を目指すNPO/NGO　○子ども分野ー新しい
社会の創造を目指し、先駆的な活動と自己変革の
挑戦すNPO/NGO　１団体 上限２00万円

9月11日

日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした
相互理解・相互交流の促進や人材育成に草の根で
貢献し、今後の活動が期待される個人または団体
を顕彰します。10件50万円

7月31日
国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全
活用にかかわる活動や研究  総額：1,500万円　助
成件数：30件程度

歴史環境
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公益財団日野グリーンファンド

◆ ぬくもり寄席◆ 

◆ TOYODA SCOUT RANCH◆ 

出演 ： 三遊亭可女次 

     笑福亭羽光 

  ７月２0日（祝・月）海の日 

～心のバリゕフリールームへようこそ～ 

     みんなの悩み相談室 

日 時： ７月1６日（木）～「のんびり♪おさんぽ」

7月18日（土）～「たんけん☆おさんぽ」

7月18日（土）～「てくてく○おさんぽ」

開 演 ： １４：００（開場１３：３０）

会 場 ： ぬくもりのいえ

磐田市国府台１３－５（中部小西門前）市役所から徒歩約5分

主 催 : 磐田ゆ・びプロジェクト（代表・江間宏行）

予約・問合せ ： 携帯090-1629-5151 （加藤）

木戸銭 : ２,０００円

開 演 ： １４：３０ （開場１４：００）

会 場 ： 磐田信用金庨 本店6階 あいホール

主 催 : 磐田オラトリオ研究会/浜松コーロ・ユビラーテ

連絡先 ： ☎0538-34-4389 携帯090-9266-5192 （坪井）

入場無料 (入場整理券が必要、現在配布中です）

場 所 ：うさぎ山公園 １０：００～１１：３０

受付開始 :９：４５～ 受付場所 :野球場側駐車場

持ち物 ：帽子・水筒・レジャーシート・軍手・着替え

参加費 ：１00円（保険代含む）

問合せ・申込先 ：みんなでうさぎ山を楽しむ会 担当：兼子

開 演 ： １４：３０ （開場１４：００）

会 場 ： 磐田信用金庨 本店6階 あいホール

主 催 : 磐田オラトリオ研究会/浜松コーロ・ユビラーテ

連絡先 ： ☎0538-34-4389 携帯090-9266-5192 （坪井）

入場無料 (入場整理券が必要、現在配布中です）

会議のプロに学ぶ「みんな満足！楽しい会議の進め方」

6月6日（土）13：30～16：30 豊田支所２F 大会議室

講師：会議フゔシリテーター普及協会 副代表 小野寺 郷子 氏

今回は虹をイメージした飾りつけです。梅雨のうっとうしさをふきとばす

ほど、たのしい雰囲気で始まりました。 コミュニケ―ションスキルの向上

を目指して、他者と打ちとけるために必要な人との付き合い方など学び

ました。 参加者から「楽しい会議の進め方をもっと学びたいなど」の声

が寄せられました。

※詳細は、8月1日は発行のセンター通信第43号をご覧ください。

毎週水曜「iプラザ」でも相談室が始まりました。

予約もお金もいりません。悩んだら、最寄りの会場にお越しく

ださい。

お問い合わせ・予約： 080-2662-7486  代表大山 毅

メール：ｑｑｓｓ５xa9k@snow.ocn.ne.jp


