北九州市市民活動サポートセンター ニュースレター
…『キラキラ』の由来…
ＮＰＯ・ボランティアなどの活動が活発
になり、多くの市民の顔がキラキラ輝くよ
うに願いを込めました。

なくそう迷惑行為！モラル・マナーアップ北九州

NO：５８ 平成１９年２月１５日

登録は
無料です！

あなたの団体のＰＲに役立ちます！
市民活動をする上で広報活動は、とても重要です。
北九州市市民活動サポートセンターのホームページ（以下ＨＰ）
「キラキラネット」では、市内のＮＰＯ・ボランティア団体の活動
の情報を公開しています。
まだ登録がお済みでない団体はぜひ登録していただき、ネットワ
ークづくりや情報発信にお役立て下さい！！

サポセンＨＰ「キラキラネット」ではこのように団 体 紹 介 をしています
【ここが便利①】
ＨＰからこの画面を印刷できます。

【ここが便利②】
団体の活動写真や画像データを掲載で
きます。（1 枚まで）

【ここが便利③】
団体のＨＰアドレスを掲載でき、リンク
ができます。

登録希望の団体は、北九州市市民活動
サポートセンターまでご連絡下さい。
ＴＥＬ０９３－５６２－５３０９
※登録用紙は当センターＨＰ「キラキラ
ネット」からダウンロードができます。
http://www2.kid.ne.jp/v-net/zyou
hou/zyouhou-teikyo.htm
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２００７/１/２６
今回は「市民チームを育てよう」をテーマに、それぞれの立場でのスポーツに対する考えや実際の活動など、
２団体に発表していただきました。

特定非営利活動法人北九州バドミントン案内所

理事長

北九州バドミントン案内
所は、昨年 8 月にＮＰＯ法
人の認証を受けました。名
前の通り、市内でバドミン
トン競技をしている社会人
や学生、また初心者の方々
にバドミントン情報を広く
提供することを目的として
います。
主な活動は、①バドミン
トンを通しての多様な世代間の交流、②楽しむだけで
はなく競技として挑むことができる「多世代型クラブ
正榮会」の運営、③ホームページによる市内の他のバ
ドミントンクラブの紹介や選手のランキングの掲示な
ど、様々なバドミントン情報の提供です。
「多世代型クラブ」とは、子どもからお年寄りまで
年齢、性別に関係なく、地域に住んでいる人ならば誰
でも気軽に参加することができるスポーツクラブのこ

とです。多世代型クラブで練習することで、試合に勝
った時も負けた時も家族や周囲の人への感謝の気持ち
を持って欲しいと思います。そういった気持ちを持つ
ことで、自分自身が育ち、身も心も成長できると考え
ています。
これからの活動の目標ですが、１つは高校生がよい
環境でバドミントンができるようにすることです。合
宿や日本のトップ選手を招いての講習会、韓国選手と
の親善試合など、高い技術に触れることのできる機会
を多くつくりたいと思っています。
もう１つは市民チーム（市民実業団）を市民の力で
創り上げることです。バドミントン競技をしている子
ども達の目標となるような市民チームを構想中です。
バドミントンをすることでスポーツ
の楽しさを共有し、その共有が信頼関係、
社会性、人とのふれあいによる人間性の
向上につながることを期待し、これから
も活動を続けていきたいと思います。

身体障害者野球チーム北九州フューチャーズ

監督

北九州フューチャーズは、平成１３年１月に結成し
た身体障害者の軟式野球チームです。当時、北九州に
は障害者のソフトボールチームはありましたが、軟式
野球チームはなく、手探り状態からの出発でした。
チーム名の由来は、２１世紀の訪れとともに発足し
たチームということで「未来永劫、存続するように」、
また「輝く未来を期待して」その名が付けられました。
北九州フューチャーズは、神戸に本部のある日本身
体障害者野球連盟に登録しています。連盟は全国６ブ
ロックに分かれており、そのうちの中国・四国・九州
ブロックに所属しています。
現在、会員は２３名です。監督、コーチ、マネージ
ャー６人、選手１７人で構成されています。嬉しいこ
とは、チーム設立から現在まで監督やコーチ、マネー
ジャーとしてチームを支えるスタ
ッフが代わっていないことです。
身体障害者野球のルールは、①
盗塁・バントが禁止、②打者代走
制度、③振り逃げなしなど、一般
ルールとの違いがあります。
設立当初は、野球ができること

土居

有延

正依さん

忠剛さん

だけで喜びでし
たが、設立後の 3
年間はチームの
強化やメンバー
の入れ替わり、ま
た全国優勝を果
たしたことでチ
ーム内の雰囲気
が一変するなど
いろいろと浮き沈みの激しい年が続きました。
しかし、その後も優勝に向けて練習に励み、昨年の
秋には２度目の全国優勝を飾りました。
これまでの活動を振り返ると、優勝する前には必ず
チームにとってなにかしらの試練がありました。その
試練を乗り越えるとき、大きな成長があり、優勝へと
導いてくれたのだと思います。
最後に、チームにとって、設立に対しては「継続」、
活動に対しては「挑戦」の２つの言葉がキーワードに
なっているように思います。この言葉を胸に、新たな
出発をしていきたいと思っています。
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三井物産環境基金２００７年度（第 1 回）助成
地球環境問題の解決に向けた様々な活動を支援し、大
切な地球と、そこに住む人々の夢溢れる未来作りに貢
イベント・ボランティア・助成金
献し、経済と環境の調和を目指します。
●対象：ＮＰＯ法人、公益法人で、活動実績が３年以
*** 遠見才希子さん講演会＆ワークショップ ***
上の団体です。
―女子医大生♪えんみちゃんによる中高生向け性教育－
●助成額：助成総額は、別途募集する当社役職員・
ピア・エデュケーションとは何かをワークショップを交え
退職者、海外ＮＧＯの案件を含め総額約３億円を
て体験します。また、ＮＰＯカタリバの活動も紹介します。
予定。1 案件あたりの助成金額の上限は設定しま
◆日時：３月７日（水）１０：３０～１２：１０
せん。但し、案件の効率的な実施に必要な金額と
◆会場：北九州市立大学 本館 Ｃ－２０３教室
します。
◆定員：先着１００名
参加費：１００円
●締切：２００７年３月２日（金）消印有効
※託児は先着２０名で有料（要申込）
三井物産株式会社 環境基金事務局
◆主催：コラボラキャンパスネットワーク
〒１００－０００４東京都千代田区大手町 1－2－1
◆問合せ・申込み：イワマル０７０－５５３２－５０８２
ＴＥＬ：０３―３２８５―７６５５
Ｅメール：haru2020@jcom.home.ne.jp
Ｅメール： MBK-Kankyokikin@mitsui.com
ＦＡＸ：０９３－６６２―１６４１（ホンダ） http://www.mitsui.co.jp/csr/fund/1176302
ＦＡＸ：０９３―５９２―３０７０（ムラタ） _1074.html

情報のひろば

***日本ＡＬＳ協会福岡県支部１０周年記念講演会***
大谷流「ココロの元気」のつくり方と題して元吉本興業
のプロデューサー大谷由里子さんのお話を伺います。
◆日時：３月４日（日）受付 １３：２０～
講演会１４：００～１６：００
◆会場：北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”
２階大ホール
◆参加費：２，０００円（前売）
◆主催：日本ＡＬＳ協会福岡県支部
◆問合せ・申込み：
ＴＥＬ：０９３－６１３－５５６８（古江）
ＴＥＬ：０９３－６５２－４７２６（森尾）
※ ＡＬＳとは筋萎縮性側索硬化症という運動神経が
冒され筋肉が萎縮していく進行性の病気です。

*** 病院ボランティア募集 ***
新日鐵八幡記念病院ではあなたのやさしさをもとめて
います。心ゆたかな時間をすごしてみませんか？
■内容：病棟での活動、外来や入院フロアでの活動
図書室での活動、院内の施設管理サービス活動
■対象者：18 才以上、健康で明るい方
■参加条件：当院のボランティア活動の主旨を理解さ
れ、守っていただける方。資格は必要あり
ませんが、書類審査および面接等がござい
ます。
■活動時間：平日９：００～１５：００
（ただし、第２・４土曜日、日祝除く）
曜日・時間は希望により設定できます。
■問合せ：医事課・ボランティアコーディネーターまで
ＴＥＬ：０９３－６７２－３１８４

平成１９年度 街なか再生ＮＰＯ等助成金
中心市街地などの街なかにおいて様々な課題に取り
組んでいるＮＰＯ等に助成します。
●助成金額：総額２００万円（１事業４０万円以内）
●締切：２００７年３月３１日（土）当日消印有効
（財）区画整理促進機構街なか再生全国支援センター
街なか再生ＮＰＯ助成金担当
〒１０２-００９３ 東京都千代田区平河町
２－３－１１花菱平河町ビル３階
ＴＥＬ：０３－３２３０－８４７７
ＦＡＸ：０３－３２３０－４５１４
Ｅメール：mail@sokusin.or.jp
応募の詳細は、
http://www.sokusin.or.jp/machinaka/npo/npo.
htmを参照
***

炊き出し活動ボランティア募集

***

ホームレスの方にお弁当や衣類、医薬品などを配布
し、様々な相談にものっています。医療相談や散髪、
自転車パンク修理なども行っています。ホームレス
支援活動で、ボランティアの力が最も必要とされ、
また活躍する場面の一つです。ご協力をお願いしま
す。
■日時：通年期（３月～１１月）第２・第４金曜日
越冬期（１２月～２月）毎週金曜日
１９：３０～
■場所：小倉北区の勝山公園
（勝山こどもと母のとしょかん前）
■問合せ：ＮＰＯ法人北九州ホームレス支援機構
ＴＥＬ：０９３－６５３－０７７９
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北九州市のＮＰＯ法人の申請・認証状況
平成１０年１２月１日～平成１９年１月３１日現在

受理数
【北九州】

219

認証数

最近認証された特定非営利活動法人
❍特定非営利活動法人ＮＰＯ財務研究会
（１月２４日認証）

不認証数

208

―

全国のＮＰＯ法人の申請・認証状況

お知らせ

平成１０年１２月１日～平成１８年１２月３１日現在

受理数

認証数

＜登録団体のアンケート調査へご協力を！＞
市民活動サポートセンターに現在、登録されている
団体の情報について、更新のためのアンケート調査を
行う予定です。
市民や団体の皆さんにより最新の情報を提供し、活
用していただくために、ご協力をお願いいたします。

不認証数

都道府県
【福岡県】

29,111
1,024

27,533
967

224
1

内閣府

2,650

2,401

102

全国計

31,761

29,934

326

今月のコラムは「童謡・唱歌をうたう会 赤い鳥」の世話人東孝夫さんです。
団体の紹介と日頃の活動を寄稿していただきました。
各市民センターでは、「赤い鳥」以外にもいろいろな
形で歌う会が行われていると思います。歌唱指導などを
しているリーダーの方との交流会や研修会などがもて
たらいいなと思っております。
先日、会に参加しているある方が連れ合いを亡くされ
ました。喪に服され、会をお休みする日々が続きました。
その悲しげな姿を見て心配に思ったご家族が、会への参
加を勧めました。歌うことで、今はすっかり元気を取り
戻し、楽しく会に参加しておられます。
楽しく歌うことは、元気の素です。どうぞお気軽に遊
びにいらしてください。
日時、時間、場所など詳しくは東までご連絡ください。
お待ちしています。

私たちの会は昭和６０年に発足しました。童謡・
唱歌や世界の名曲、大正・昭和のヒット歌謡曲、フ
ォークソング、シャンソンなどいろいろな歌をうた
っています。
合唱団ではありませんので、伴奏に合わせてメロ
ディーを斉唱します。ですからどなたでも、いつお
見えになっても楽しく歌えます。
毎月、ムーブと３ヶ所の市民センターで定例会を
開いています。３０人前後の４０歳～７０歳代の
方々、会の最高齢！９４歳の方も元気に歌っておら
れます。
また、伴奏とキーボードレッスンの講師である山
城徹さんによるジャズや映画音楽の演奏も、みなさ
ん楽しみにしています。

ＴＥＬ&ＦＡＸ

北九州市市民活動サポートセンター
〒８０３-０８１４ 北九州市小倉北区大手町１１－４
北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”１F
ＴＥＬ ０９３-５６２-５３０９
ＦＡＸ ０９３-５６２-５３１０
URL http://www2.kid.ne.jp/v-net/ E-mail：support3@axel.ocn.ne.jp
市民活動サポートセンターでは、ＮＰＯ・ボランティア活動に関する相談や
情報の提供を行っています。また、団体間のネットワークづくりの促進のため、
定期的な交流会を開催しています。
◆サポートセンターの日 …毎月テーマを変えて、交流会をしています。
◆専門相談員が相談に対応…月～土曜日
１７：００～２１：００
祝日
１３：００～１７：００
◆ミーティングコーナー …パーテーションで仕切った無料の会議室。
※要予約。
◆掲示板スペース
…団体や活動に関するチラシ等を掲示しています。
◇利用時間◇
月曜日～土曜日《１０：００～２１：００》
日曜日・祝日 《１０：００～１７：００》
◇休 館 日◇（２月～３月分）
2 月２２日（木）
・３月８日（木）
・３月２９日（木）

4

ひがし

０９３―５８２－４９１６（ 東 ）

✍編集後記
暖かい冬はありがたいけれ
ど、ちょっと異常。
映画「不都合な真実」には地
球温暖化問題を映像で映し出
しているということで、北九州
でも上映されることを期待し
ている。「私たちが生きている
うちはまだ大丈夫だ」などと思
っていたが、大きな考え違い
で、思った以上のスピードで温
暖化は進んでいるらしい。
今、自分のできることから何
か始めていかないといけない
のだろう。不都合でもまず真実
を知ることから。皆さん映画を
見に行きましょう。私は決して
映画館の回し者ではありませ
んが…。
Yonmin105

