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：６０ 平成１９年４月１５日

手づくりの作品

火曜日の会

活動風景

寄稿：田代 久美枝さん
おとなりさんネットワーク「えん」代表

エンです。火曜日には食事代１００円と手作りお菓子
代１００円を持ってきてください。勿論、食べるだけ
「年をとって、一人ぼっちは辛いね。仲間と一緒に、 で７年が過ごせたわけではありません。メンバーには
なにか少しでも人の役に立つ人生を送りたいね」と「え いろんな経歴の人がいますので、情報交換が行われた
ん」を創ってから早いもので７年になります。スター り、目からウロコの勉強会ができたりと付録がたくさ
ト時１２名だったメンバーも４０名に増え「８０歳で んです。
２０人の友達を」を合言葉に楽しく活動しています。 今年は皆で認知症サポーター養成講座に参加しま
「えん」の最後のメンバーが一人ぼっちでは困るので、 した。火曜日のメンバーは特養「春吉園」のお洗濯ボ
ランティアや「えん」が開催している障害者支援「お
新しく参加される方は大歓迎しています。
毎週開催している「火曜日の会」に見学においで下 となりさんショップ」のボランティアでもあります。
実践の場を持っているせいか、学習することにはと
さい。火曜日の会は「居場所作り」で始めました。手
作りの小物を作りながら、いろんな話が飛び交います ても意欲的です。「えん」のスタート時に地域や社会
が、時には深刻な相談も出てきます。不思議なことに の周辺状況を正しく知るために「えん」の活動プログ
「えん」の大きな柱です。
手を動かしながらだと深刻な話もサラッとなって、
「私 ラムに学習を入れています。
「えん」の活動をしていて、痛切に思うのは４０代
も経験者よ」というアドバイスが飛び出します。ピュ
アカウンセリングと言うものでしょうか。男性メンバ 後半から７０代全般の人に対する支援の薄さです。頑
張って働いて来たけど、ちょっと心も体も痛んできた
ーもいますので、幅広い意見が聞けて楽しいです。
「えん」の意味をよく聞かれますが、ご縁（仲間や 時、病気をして弱っている時、誰かを亡くして悲しい
ネットワーク）、円（お金、活動資金作り、メンバーへ 時、夫（妻・子）とギクシャクしている時、一休みで
の活動費還元）、終焉（死ぬまでということ）など色々 きる場所があればと思います。「えん」の他の活動に
考えられますが、今、一番大事にしているのが宴会の ついては、いつか機会があれば話をさせて下さい。
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２００７/３/２６
今月は子育て支援を中心に活動されている 2 団体に活動発表をしていただきました。
特定非営利活動法人家庭保育園わんぱくハウス
代表者 射場小百合さん

CAP 北九州
事務局長 才所

ひとみさん

私は幼稚園の教諭や保母の

※Child Assault Prevention（CAP）
=子どもへの暴力防止プログラム
ＣＡＰ北九州は子ど

経験はありましたが、子ども

もの人権を尊重し、子ど

を持ち、預ける側になって初

もが安全に暮らせる社

めて気づかされたことがたく

会を築くことを目的と

さんあり、愕然となりました。

して１９９７年に立ち

当時、関東地区に住んでい

あげました。当初は不安

たのですが、頼る人が周囲に

もありましたが、地域に

いない環境で切迫流産となり、

根づいた活動こそ意味
があると数人の仲間と活動を開始しました。

上の子を誰かに見てもらわなければいけませんでし
た。保育園に一時保育という形で預けようとしまし

主な活動は子どもへの暴力防止（ＣＡＰ）プログ

たが、自宅療養のためという理由では預かってもら

ラムを提供することです。子どもへの暴力は様々な

えず、子どもに不自由な思いをさせる結果になりま

形で存在しています。特に性犯罪被害にあう子ども

した。
「こんなことではだめだ」と強く感じ、なんと

の数は急増しています。しかし、被害にあった子ど

かしたいと思いました。

もの多くは誰にも相談できず、逃げ場を失い、一人

その後、北九州に戻ってから、その思いを福祉課

で苦しんでいます。子どもに「自分の大切さ」を伝

の人に相談すると、
「気持ち的には応援したい」と言

えることで子ども自身が自分を守る力を発揮できる

ってくれ、一念発起し、どんな理由でも安心して子

ことがとても重要です。そのためにも暴力を受けた

どもを預けられる場所を作ろうと決心しました。

子どもに「これは人権侵害なんだ」ということを理
解してもらう必要があります。

資金の問題もあり、自宅を利用し、多くの人にも
支えられながら、保育の本来の姿である家庭的な保

ワークショップ形式でまず、「安心」（安心して生

育園を続け、今年で開園８年目を迎えました。存続

きる権利）・「自信」（自信を持つ権利）・「自由」（自

を願う周囲の勧めもあり、平成１８年にＮＰＯ法人

由に行動する権利）があることを知ってもらいます。

化をしました。

そしてその大切な権利を守るために「NO（イヤと言

私達の園ではあらゆるニーズに対応できるように

っていいんだ）」
「GO（その場をはなれよう）」
「TELL

きめ細かく保育をしています。他の保育園では補え

（誰かに相談しよう）」この 3 つのキーワードが具体

ない部分を私達でやろうと考えているからです。

的な対処の仕方だと学ぶのです。

障害を持った子どもももちろん、赤ちゃんから、

また、大人（主に保護者）にも理解をしてもらう

小学校６年生までを預かっているので、大きな子と

ために子どもの気持ちになって子どもワークショッ

小さな子がふれあう時間があり、その結果、思いや

プを体験したり、暴力被害にあった子どもへの対応

りや優しい気持ちを育んでいます。また、地域のつ

などをお話しするＣＡＰおとなのセミナーをセット

ながりを大切にしようと誰でも参加できるクリスマ

で受けてもらいます。

ス会を開いたり、地域のお祭りや市民センター祭り

活動を続ける中で出会う子ども達や、様々な分野

にも参加しました。企画や運営を任せることで子ど

で活動する人々との出会いがパワーの源です。子ど

もの自主性も生まれました。

もを巡る問題を正しく理解するため、地域の関係団
体とのネットワークや、CAP の活動を行っている九

これからの夢ですが、子どもたちがもっと伸び伸

州各地のグループとの交流も大切にしています。

びと過ごせるよう環境を整えて、家庭的な雰囲気を

「すべての子どもに CAP のメッセージを届けた

大切にし、地域に密着した施設運営を目指して行き

い」
「子どもの立場に立って、子どもの最善の利益を

たいと考えています。

考えられる大人が増えるといいなあ」と思って活動
を続けています。
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◆北九州市手話・コミュニケーション講座◆

情報のひろば

聴覚障害及び聴覚障害者の生活や福祉制度について
の理解と認識を深めるとともに、日常生活に必要な手話
語彙及び手話表現技術を習得することを目的に、手話ボ
ランティアの養成をします。
●日時：５月１０日（木）～平成２０年３月２７日（木）
●会場：午前の部（１０：００～１２：００）
北九州市生涯学習総合センター
夜の部 （１８：３０～２０：３０）
八幡西生涯学習センター
●定員：各４０名
●参加費：テキスト代実費
●申込：往復はがきに氏名・性別・年齢・住所・電話番
号（FAX の有無）
・受講の動機を記入の上、下
記まで。
●主催：特定非営利活動法人北九州市聴覚障害者協会
TEL&FAX ：（０９３）８８１－０１１４
〒８０４－００６７
戸畑区汐井町１－６ウェルとばた７階

イベント・ボランティア

◆NPO ロシナンテス 川原尚行氏 講演会◆
～スーダンでの医療活動～
「NPO ロシナンテス」はアフリカのスーダン共
和国において医療を中心に活動を行っている特定
非営利活動法人です。
理事長を務める医師・河原尚行氏がスーダンの現
状を見て、何かできないかと医療活動を始めまし
た。その活動を講演していただきます。
●日時：５月 10 日（木）
１８：３０開演（１８：００開場）
●場所：北九州市立男女共同参画センター「ムーブ」
大セミナールーム
●会費：１，０００円
●主催・お問合せ：Bi・Yu プラン 河岸朱美
TEL&FAX０９３－９２１－４３０２
e-mail：bi-yu@jcome.home.ne.jp.

助成金

◆第８回「きて観らん会」◆
（民舞の会結っ鼓・自主公演）

★よみうり子育て応援団大賞★

子育てサークル、男性の育児参加、女性の就労支援、
子どもの福祉などの活動を行っている民間のグルー
プ・団体を対象に表彰。
★表彰：大賞（賞金２００万円）１団体、
奨励賞（同５０万円、２年間継続）２団体
★締め切り：５月末日必着
★読売新聞大阪本社
「よみうり子育て応援団大賞」事務局
〒５３０－８５５１ 大阪市北区野崎町５－９
TEL：０６－６８８１－７３８９
FAX：０６－６８８１－７３７９
URL:http://osaka.yomiuri.co.jp/ouendan/taisyo
/index.htm
e-mail：taisyo@yomiuri.com

結成して１８年、日本各地の祭り囃子や郷土芸能を基
に、民舞や和太鼓の演奏をやっています。
民舞・和太鼓の楽しさ、力強さ、美しさをもっと多く
の人達に知っていただき、日本の文化、芸術のルーツへ
の理解を広めていきたいという思いで活動しています。
一年間の練習の成果の発表会として気楽に、きて観て
もらいたい「きて観らん会」です。
●日時：５月１３日（日）
１３：３０開演 （１３：００開場）
●会場：レインボープラザ （八幡東区）
●参加費：大人５００円 高校生以下無料（ただし、事
前または当日配布される入場券が必要です）
●主催：民舞の会 結っ鼓
TEL&FAX：（０９３）９５１－６５９１

北九州地域限定！！市民活動団体へパソコンを寄贈!!
◆NPO 法人イーパーツ・スキルアップサービス協働事業◆
「第１回北九州イーパーツリユース PC 寄贈プログラム」
★寄贈対象：北九州市および周辺地域で活動する市民活動（NPO）団体
★寄贈 PC：ノートパソコン合計２０台（1 団体１～５台程度）
OS:Windows ２０００/XP アプリケーション:Microsoft Office XP
台数に限りがありますので、厳正な選定の上決定します。
★応募書類：北九州市市民活動サポートセンター（ムーブ１階）
北九州市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター、
各区ボランティアセンター、各区生涯学習センター、
テレワークセンター（AIM ビル６階）に置いています。
※申請書に記入の上、所定の添付書類を添えて下記へ郵送か持参のこと。
★ 郵送先：〒８０３－０８１４ 北九州市小倉北区大手町１１－４ムーブ１階
北九州市市民活動サポートセンター内レターケース「スキルアップサービス」行き
★応募期間：４月１６日（月）～５月１６日(水)当日消印有効
★問合せ先：特定非営利活動法人スキルアップサービス
TEL：０９０－９５８９－３４４３（松田）FAX：０９３－４７２－３５１０
e-mail：mailto:rymt61230@hid.bbiq.jp
★関連URL: 特定非営利活動法人イーパーツ
http://www.eparts-jp.org/
特定非営利活動法人スキルアップサービス http://sukilup.web.infoseek.co.jp/
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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３月３１日現在

受理数
【北九州】

223

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コスモス （３月 ７日認証）
❍ＮＰＯ法人和み
（３月１４日認証）
❍特定非営利活動法人
自然再生機構 （３月３０日認証）

不認証数

212

―

全国のＮＰＯ法人の申請・認証状況
平成１０年１２月１日～平成１9 年２月２８日現在

受理数

認証数

不認証数

都道府県
【福岡県】

29,606
1,039

28,181
989

248
1

内閣府

2,676

2,438

103

全国計

32,282

30,619

351

中野裕子（専門相談員）
趣味：自然観察・ジャズ
ボーカル
不登校などのこどもの問
題、余暇、地域活性化な
どに関わっています。皆
様のご相談を心よりお待
ちしています。

久保賢二郎（専門相談員）
趣味：楽曲製作・ギター
主にいじめ・ＮＰＯ申請
に関する相談をさせて頂
きます。皆さんの役に立
てばと思っていますので
宜しくお願いします。

山田美代子（スタッフ）
趣味：絵本の読み聞かせ
読書、トールペイント
たくさんの方々とふれ合
って自分も向上していき
たいです。どうぞよろし
くお願いします。

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》
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佐藤千春（スタッフ）
趣味：絵画、カラオケ
人との出会いを大切にし
ていきたいです。よく笑
うので、気軽に話し掛け
て下さい。これからよろ
しくお願いします。

✍編集後記
こんにちは。
４月になり、新しい生活が始
まった方も多いと思います。
皆さん、いかがお過ごしでし
ょうか？
新しい事が始まる時には、な
んだかワクワクしますよね。
北九州市市民活動サポート
センターにも新しいスタッフ
が仲間入りしました。
（私もその一人です・・・。）
これからもどうぞよろしく
お願いします。
高木画伯、スタッフ紹介の似
顔絵をありがとうございまし
た！
By.ち～☆

