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
ラキラ輝くようにという願いを込
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：６１ 平成１９年５月１５日

―等身大の子どもたち―

【寄稿】：鍬塚 聰子さん
－ さと子の日記広場代表 －
１月 炭火でお餅焼き
２月 アロエとレモンの化粧水作り
３月 いなり寿司作ってお花見
４月 レモンのお礼のクッキー作り
５月 野いちご摘み
６月 梅ちぎり・梅漬け
７月 山桃摘み・山桃シロップ作り
日記広場は日記を書くのが目的ではありませ
ん。何か書くには思わなければ書けません。私た
ちが書くのが苦手というのは、先ず書くことを思
いつかないからです。幼いときにいろんな思いを
していれば、それを書くのは苦痛にはならないは
ずです。そのためにいろんな体験をして感じよう
というのが日記広場の目的です。
煙たい思いをして火を熾します。何度もひっく
り返しながらお餅を焼いていると、突然ぷーとふ
くれます。「おーー」と子どもの喜びの声。これ
を聞きたいためにずっと続けています。来年、初
めて体験する H くんの声が楽しみ。
アロエはベランダに、レモンは近くに木を見つ
けたのでみんなで取りに行きます。

レモンは薄切り、アロエはぶつ切り、日本酒につけ
３ヶ月保存したら濾して♡美人になる化粧水♡として母
の日のプレゼントにします。
お礼のクッキーも種から作ります。２歳の Y くんは
粉ふるい専門。バターを柔らかくし砂糖と混ぜるとき、
周りに飛び散っても３歳の N くんは落ち着いて「味見」
と舐めます。
野いちごは２歳から日記広場に来ている小６の A ち
ゃんが学校の近くの公園で見つけました。蚊に刺され
棘にひっかかれても夢中になって摘むのはおとなで
す。でも、R ちゃんは直ぐ口に入れて「おいしい！」
日記広場は４階の自宅で開いていますが、階段を降
りて左に１０歩行くと山桃の木があります。
「さと子の
日記広場」では手をつないで「さようなら♪」と挨拶
したら大きな子は山桃の木登りに一目散。小１から来
ている今は中１の M ちゃんは芸名「小絵夢」
（こえむ）
というアマチュア落語家ですが、彼女も木登り名人。
周りを憧れの目で見ていたけれど、６歳になった N ち
ゃん As ちゃん、もうすぐ６歳の Ma ちゃんは優しい
お姉ちゃんの手助けで先日ちょっと登れました。
“休みには山桃の木を揺らします 小絵夢 作”
友人宅の梅摘みは 2002 年からの飛び入り大歓迎の
大きな楽しみです。
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……２００７/４/２５……

今回は、ボランティアで演奏活動をされている
２団体に発表していただきました。
お話の後、原田さんにはリコーダーで「Fine
Day」を、“Grupo Taki ｙ Companera”の皆さんには、「フロ
ーデカフクーツ」と「セリア」の２曲をそれぞれ演奏していただき
ました。やさしさ溢れるリコーダーの音色、そして心躍るフォルク
ローレに酔いしれた「サポートセンターの日」でした…
原田さん（左から２人目）畑間さん（中央）

REB ネット（リコーダー・アース・ブリッジ）
代表
～リコーダーを通して人にも地球にもやさしくなれる～
私は、生後半年でウエスト症候群（てんかん）と診断
され、５歳までの命と宣告されました。奇跡的に回復し
ましたが、今も後遺症が残り、それが原因で激しいいじ
めにあいました。リコーダーに出会ったのはそんな小学
校３年生の時で、「友達は裏切っても、楽器は裏切らな
い」と、すっかりリコーダーのとりこになりました。し
かし、２０歳前後で引きこもるようになり、自殺を図っ
たこともありました。ようやく立ち直ったのは５年前の
ことです。５歳までの命と宣告された自分が、いじめ、
引きこもり、自殺未遂を乗り越えた経験を、是非子ども
達に伝えたいという強い気持ちから、私の生きる支えと
なったリコーダーを演奏し、自身の体験を語る出前授業
を始めました。
リコーダーを教えることは、ただ音楽を教えることで
はありません。リコーダーを通して、人にも地球にもや
さしい心を育てることができます。子ども達には、まず
楽器にやさしくすることを教えます。楽器をやさしく大

原田

事に扱えば、楽器も必ずやさしい音を奏でてくれます。
それは人や地球に対しても同じことです。「リコーダ
ー・アース・ブリッジ」には、リコーダーを通して、や
さしさで地球に橋を架けるという意味が込められてい
ます。活動を始めて４年、試行錯誤の中で、やめようと
思ったこともありましたが、たった一人の活動なので、
「やめようと思えばいつでもやめられる、だからこそ続
けることは意義のあることなのだ」と思って頑張ってき
ました。
演奏活動の他にも、「生きる力が湧く２１のメッセー
ジ」という本の出版や、雑誌「授業づくりネットワーク」
や、機関紙「道徳教育改革」のいじめ記事執筆活動も行
っています。
これからも、リコーダーの魅力を伝えながら、戦争の
こと、環境のこと等、多くのメッセージを伝えていきた
いと思っています。そして微力ながら、一人でも多くの
人々に「生きる希望」を届けたいと思っています。

南米音楽バンド “Grupo Taki ｙ Companera”
代表
畑間
～参加型フォルクローレ“さあ、一緒に狂喜乱舞しましょう！”～
マライア語で Taki とは「足音、足跡」、また thakhi
とは「道」を意味します。人にはそれぞれ自分だけの道
があります。生まれたときから障害を背負っている人、
人生の途中でつまづいたり迷っている人…。しかし、そ
れは他人にはどうすることもできません。「それぞれの
道を大切に、自分の力で歩いていこう、そして自分がつ
けた足跡に誇りを持ち、後悔しない生き方をしよう！」
という意味を込めてこのグループ名をつけました。
私は２０年ほど前、車椅子の生活になり、メンバーの
中にはサリドマイドの仲間もいますので、福祉関係の活
動が多いのですが、競艇、老人ホーム、幼稚園等、北は
岡山、南は鹿児島まで、様々な場所で演奏活動をしてい
ます。演奏の合間に話もしますが、障害の話はあまりし
ません。話すことよりも、音楽を通して感じてほしいと
思っています。

大裕さん

英一さん

フォルクローレというと日本ではアンデス地方の民
族音楽という位置づけが大きいですが、もともとは英語
の「伝統的な習俗、民族歌謡」という意味で、民族音楽
全般をさします。一般に日本では「コンドルは飛んで行
く」「花祭り」などがフォルクローレの代表曲として知
られています。
Grupo Taki は「参加型のフォルクローレ」をめざ
しています。日本人なら「同じアホなら踊らにゃ損々」
根性がどこかに眠っているはずです。音楽の楽しみ方は
人それぞれですが、ただ目を閉じて聴くだけの音楽は楽
しくないと思うので、演奏家も聴衆もみんな同じ舞台で
歌って！踊って！叫べ！叫べ！それが Taki のポリシー
です。
Taki の活動が１人でも多くの人の心の癒しやリフレ
ッシュする手助けになれれば幸いです。

２

第７回 ほたるの里東谷
チャリティーガーデンコンサート２００７
平尾台おろしの風につつまれて、幻想的なほたる
の光と、心に響くあたたかい音楽をごゆっくりお楽し
みください。地元農産物及び加工品のチャリティーバ
ザーも行います。
※入場は無料・少雨決行
【日 時】6 月２日（土）17:00～21:00
【場 所】小倉南区大字小森４９２－１
元エスト・ラヴィーヌ ガーデン内
【出演者】第一部 アルマンドおぎ ラテンライブ
第二部 トリオ・ロス・ファンタンゴス
第三部 菅尾 玲子 シャンソンライブ
フィナーレ“花火大会”２１：００頃予定
※ 当日、臨時無料駐車場を５００台用意。
【主 催】東谷地区まちづくり協議会
【問合先】
チャリティーガーデンコンサート実行委員会事務局
電話番号：０９０－９４７８－３７４４
小倉南区まちづくり推進課
電話番号：９５１－４１１１（内線２７６）

２００７ 北九州国際音楽祭市民企画事業
街かどコンサート出演者募集
―あなたのステージ みんなでコンサート！ー
あなたも音楽祭に参加しませんか。
【日
時】９月２３日（日） 開演１１：００～
【会
場】ウェルとばた ２階 交流広場
【応募資格】北九州市、北九州市近郊に住む北九州出
身の方
【応募締切】６月１０日（日）必着
【募集内容】第１部「アンサンブルで腕自慢」
第２部「ベートーヴェンで勝負」
【参 加 費】無料
【募集人数】３０組程度
【主
催】北九州市国際音楽祭 市民企画委員会
街かどコンサート実行委員会
【申込・問合先】（財）北九州市芸術文化振興財団内
北九州市国際音楽祭実行委員会事務局
市民企画委員会街かどコンサート係
電話番号０９３－６６３－６５６７

デキるリーダー養成講座
地域やボランティアで活躍している方、新しくリー
ダーをまかされた方さらに「デキる」リーダーを目指
す方、この講座で自分を改善してみませんか。
【日 時】6 月２３日（土）１０：００～１２：００
【会 場】北九州市立生涯学習総合センター
３階ホール
【受講料】５００円
【講 師】石原 洋氏
【申込締切】定員に達していなければ、当日も可。
【主 催】北九州市立生涯学習総合センター
学びサポーター
【申込・問合先】北九州市立生涯学習総合センター
電話番号０９３－５７１－２７３５

現在募集中の助成金情報は下記２件の他にも、当
センターのＨＰや、センター内の助成金のラックに
もあります。
みなさんのご利用をお待ちしております。

★「ドコモ市民活動団体への助成事業」
｢子ども育成｣「子どもを守る」という視点から、
次のテーマのいずれかに活動が該当する団体に助成。
①不登校・引きこもりの子どもに対する支援
②児童虐待・ＤＶの被害児童に対する支援
③非行、地域犯罪等から子どもを守る支援
④子どもの居場所づくり
⑤軽度発達障害を持つ児童の支援
⑥その他
★一件当り：５０万円を標準、上限２００万円
（総額２５００万円）
★締め切り：６月３０日（土）必着
★問合先・応募先：ＮＰＯ法人モバイル・コミュニ
ケーション・ファンド（MCF）
〒107－0052
東京都港区赤坂２－４－５ 国際赤坂ビル１９Ｆ
電話番号：０３－５５４５－７７１１
ＦＡＸ ：０３－５５４５－７７２２
E-mail：info@mcfund.or.jp
http://www.mcfund.or.jp/jyosei02.html

★NHK 厚生文化事業団「わかば基金」
地域で活発に福祉活動をすすめているグループで法
人格をもっている団体は対象になりませんが、NPO 法
人は、対象になります。
★内容・金額
第１部門（支援金贈呈）
１グループ、70 万円まで。 約 10 グループ予定。
第２部門（リサイクルパソコン贈呈）
１グループ、原則３台まで。 50 台を予定。
★締め切り：６月 22 日（金曜日）必着
★問合先・応募先
〒１５０－００４１ 東京都渋谷区神南１－４－１
第七共同ビルＮＨＫ厚生文化事業団
「わかば基金」係
電話番号：０３－３４７６－５９５５
http://www.npwo.or.jp/info/2007/post_21.html
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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４月３０日現在

受理数
【北九州】

225

認証数

不認証数

213

―

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 3 月 31 日現在

受理数

認証数

不認証数

都道府県
【福岡県】

29,851
1044

28,657
1,010

273
1

内閣府

2,702

2,459

106

全国計

32,553

31,116

379

４月に認証された特定非営利活動法人
●特定非営利活動法人九州モータースポーツ協会
（４月１０日認証）

木村多磨子さん
（第１・２・４土曜日担当）
看護職としての体験から、健康
へのサポートや市民の皆さまが、
安心して医療をうけられるよう
なお役に立てればと思います。
地域の人によって育てられる
地域力に支援できればと思います。
あきらめを「まだある精神」にかえて、
「生きる力」
を持ち続けたいと考えます。
これからよろしくお願いします。

さる４月１４日（土）に、２回目となる
「北九州市民サミット２００７～つながれ！
１００万人の１歩～」が門司赤煉瓦プレイス
において、昨年を上回る４００名の参加者を
集めて開催されました。
当日は、１１時からのブース型活動発表を
皮切りに、１０団体の活動プレゼンテーショ
ン、３団体の協働プレゼンテー
ションがそれぞれ行われました。
晴天にも恵まれ、各ブースにおいては軽食
が販売されるなど賑やかな雰囲気に包まれ、
また、ホールでは真剣に各団体の話に聴き入
る参加者の熱気があふれていました。
最後には、昨年と同様、共同宣言が行われ、
「北九州における市民セクターを目に見える
形に」するための大きなきっかけづくりとな
りました。
次回のサミットも大いに期待しましょう。

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】５月３１日（木）・６月１４日（木）・２８日（木）
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✍編集後記
光化学スモッグ注意報と聞
いて耳を疑いました。既に死
語に近かったのに今頃どうし
て？めざましい発展をしてい
る中国からの影響とか。
温暖化や環境汚染なども地
球規模で繋がっていることを
実感させられた出来事でし
た。
消費者としては、環境に良
い商品は、まだまだコストが
高くて懐にひびきますが、こ
れからは環境に贅沢をする時
代なのかも知れません。
ｂｙ Yonmin105

