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：６２ 平成１９年６月１５日

う自主性も求められます。
そこで私たち「学びサポーター」の自主企画と
して、
「団塊世代のための学び講座」や「デキるリ
ーダー養成講座」
「地域マップづくり指導教室」な
ども始めることにしました。
現在、学習相談や広報誌「まいなび２１」の編
集など、８つのグループで活動しています。
是非一度、生涯学習総合センターにお立ち寄り
になってみて下さい。
できれば、私たちとごいっしょに生涯学習ボラ
ンティアをしてみられませんか。

―生涯学習ボランティアのすすめー
学びサポーター 宮崎博年さん
生涯学習の広がりは、従来の公民館、あるいは
民間の趣味クラブからマスコミ主催のカルチャ
ーセンターなど、いまや学習の高まりとともに、
ますます多様化、個性化、高度化してきています。
そうした中で、社会教育を専門の職業とする人
たちだけでは対応が困難になってきています。
そこで学習支援者という人たちが必要になっ
てきました。それに市民が主体的にという考えも
加わっています。それが私たち生涯学習ボランテ
ィア「学びサポーター」です。
それも単に施設の補足、手助けというのではな
く、学びを深め、高めるためには、企画運営とい

北九州１００万総ボランティアの心だぁ！
そんな心をもっていただければ事故も事件も災
害もグーンと減ると思うんですけど。
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…２００７/５/２５…
「命を支えるボランティア」～医療の現場でみえたもの～と題して、国内外での医療現場の実情を知
るとともに、命を支える現場において私たちにもできることがないか、考え合いました。

北九州市立医療センター

緩和ケア病棟
ボランティアグループ「パリアン」の紹介
北九州市立医療センター看護部長 湯元照子さん

平成 13 年に北九州市立医
療センターは別館が完成し、
緩和ケアが新設されて終末期
看護（ホスピス）が始まりま
した。
ホスピスの語源はラテン語
の Hospitium で「温かいもて
なし、歓待、宿屋」の意味が
あり、終末期医療の総称のみならず、終末期医療
を実践するための理念です。
緩和ケアにはボランティアのスタッフを入れる
という条件があります。ボランティア養成講座は
その受け入れのため、平成 17 年から始めました。
講座を終了した人の中からボランティアとして登
録し、ホスピスの活動をしてくださる方たちのグ
ループ、それが「パリアン」です。
パリアンとはラテン語で人を「暖かく包むマン
ト」という意味です。平成 19 年 5 月現在、15

特定非営利活動法人ロシナンテス

名の登録者がいます。花壇の手入れ、花の水換え、
清掃活動、季節ごとの行事への参加などです。
終末期を迎えた患者さんは身体的苦痛をはじめ、
精神的、社会的苦痛など色々なことで苦しみます。
ボランティアは患者さん一人ひとりの生き方や
意思を尊重し、痛みや悩みなどの苦痛をありのま
ま受け止めることが大切です。そして必要なとき
に必要な援助を行うのです。
また、患者さんのご家族の方の心の支えをする
こともあります。その場合、自分の考えを押し付
けないで、信頼関係を築くことが重要です。
病院ボランティアは専門家集団の中の素人とし
て、とても大切な存在です。専門家でない立場を
生かして心地良く患者さんや家族の方が過ごせる
ように病棟の環境を整えることができるからです。
このことから、患者さんやそのご家族の癒しの
存在になることを目指して、今後も活動を続けて
いきたいと思います。

事務局長

代表の川原尚行は、アフリカのスーダン共和国
の日本大使館に医務官として勤めていたときに、
医者の助けを求めている多くの人を目の前にして、
国家公務員の職を辞し現地の医者として活動する
ことを決めました。
主な活動はスーダンでの巡回診療です。この国
の東部地域は他のＮＧＯの撤退が相次ぎ、世界が
目を向けない場所となっています。
スーダンはイスラム教徒が多く、行ってすぐに
医療活動を始めるということはできないため、村
長とコンタクトをとって許可をもらって活動を始
めます。
診療報酬は基本的に頂きませんが、無料だとた
くさん来て診療できなくなるので、１００円くら
い頂いています。もちろん無い方は無料で診てい
ます。
その他の活動としては、中古救急車をスーダン
に送る活動、イブン・シーナ病院への機器の援助、
障害児学校設立プロジェクトを立ち上げるための
障害児擁護教育研修の実施なども行っています。
また、スーダンの医師・看護師を招へいする交
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海原六郎さん

流事業や日本人医療学生の
スーダンへの研修受け入れ
も行っています。現在、ア
ラビア語版の母子手帳も作
成中です。
活動は平成１７年から始め
ていましたが、平成１８年５
月に内閣府認証のＮＰＯ法人
ロシナンテスを設立しました。
ロシナンテスはドンキホーテのやせ馬“ロシナン
テ”にちなんでつけた名前です。ロシナンテスは
川原が小倉高校ラグビー部だったことから、その
ＯＢが核になっています。
現地に常駐しているのは川原のみで、他は企業
のボランティアに支えられています。
スーダンでは 4 人に 1 人の子どもが 5 歳まで
生きることができません。 死因のトップはマラリ
ア（26%）です。１，０００円あれば 5 人の子ど
もをマラリアから守ることができます。講演会を
開くたびに支援の輪が広がっていますが、まだま
だたくさんの方のご支援が必要です。

ムーブフェスタ２００７の市民企画を
いくつか紹介します。

７月５日（木）ＮＰＯ法人 北九州子育ち・親育ち
エンパワメントセンター
レビュー！！親育ちプログラム
～今、注目される、多様なアプローチ～
●大セミ●１３：００～１６：００
●参加費３００円●託児有●当日可
●０７０－５５３２－５０８２（担当：岩丸）

７月１４日（土）地球のステージｉｎ北九州実行委員会
（学園＆地域交流ネットワーク内）
地球のステージ１＆２ ｉｎ 北九州２００７
●ホール●託児有●開場１４：３０
【ステージ１】１５：００～１７：００
【ステージ２】１８：００～２０：００
●入場料：前売り１，０００円・当日１，２００円
※高校生以下半額 ※郵送(代引き)可
※ステージ１＆２の通し券（違う内容です。）
●０７０-５４９５－１１２９（担当：服部）

７月６日（金）特定非営利活動法人 北九州子ども劇場
第１３回 北九州子ども文化セミナー
絶滅の危機にある
“子ども世界と子どもコミュニティー”の
復活・創造めざして
やっぱり子どもは遊ばなくっちゃ！
●大セミ●１０：３０～１３：００
●参加費６００円●託児有●当日可
●０９３－８８４－３８３４（担当：角谷）
７月８日（日）ＮＰＯ法人 北九州まなび場
講演会「みんなが自分らしく生きるために」
●大セミ●１３：３０～１６：００
●参加費５００円●当日可
●０９０－５２６４－５５８５（担当：中野）

７月２２日（日）北九州ＮＰＯ研究交流会
「ここで生きたい・死にたいと思えるまちに」
～地域があぶない！
インフォーマルサービスの担い手を考える～
●大セミ●９：４５～１３：００
●参加費５００円（会員３００円）
（要申込・当日可）
●０９０－６６３９－９７８９（担当：大石）
●ＦＡＸ：５６２－５３１０
●Ｅ－ｍａｉｌ：info nken@yahoo.co.jp

７月２８日（土）
ＮＰＯ法人 男女・子育て環境改善研究所
お父さんも地域に参加しようよ！
第５回北九州「おやじ」サミット
●交流広場●１４：００～１７：００
●資料代５００円（要申込・当日可）
７月１１日（水）
●０９２－７６１－４３４６（担当：冨山）
リコーダー・アース・ブリッジ
※終了後、交流会あり。
生きる・夢 トーク＆ワークショップ
～リコーダーと、
７月２９日（日）特定非営利活動法人
折り紙でイマジネーションの世界～
GGP（ジェンダー・地球市民企画）
GGP ファシリテーター養成講座
●小セミ●１４：００～１５：３０
パワーアップ！
●参加料１００円●当日可
＜子どもの参画＞を支援する大人の“新しい力”
●０８０－３２２６－０４８４
（担当：原田）
●大セミ●１０：００～１６：３０
●ファシリテーター経験者や子どもの活動支援に関わる立場の方
ムーブフェスタ２００７
●資料代１，０００円（会員５００円）（要申込）●託児有
開催期間：７月１日（日）～７月３１日（火）
●０７０－５５３２－５０８２（担当：岩丸）
会場：北九州市立男女共同参画センター
（ムーブ）
Ｐａｎａｓｏｎｉｃ ＮＰＯサポートファンド「２００７年度助成事業」
持続的に安定した活動を可能にするために、ＮＰＯの組織基盤強化を応援します。
★助成金額：1 団体上限１５０万円 （総額・各分野１，５００万円）
★応募受付期間：７月２０日（金）～７月３１日（火）
（当日消印有効）
下記ＨＰで申請書をダウンロードできます。
http://panasonic.co.jp/cca/pnsf
●環境分野
環境問題に取り組むＮＰＯの基盤強化に資する事業
★お問合せ
特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金
〒１０１―００４１
東京都千代田区神田須田町１－５
新須田町共同ビル２Ｆ
TEL：０３－５２９８－６６４４
FAX：０３－５２９８－６６３５
e-mail：eff-spf@eco-future.net
http://www.eco-future.net（担当：佐々木・古瀬）
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●子ども分野 子どもたちの健やかな育ちを
応援するＮＰＯの基盤強化に資する事業
★お問合せ
特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド
〒1００－０００４
東京都千代田区大手町２－２－１
新大手町ビル２６７－Ｂ
TEL：０３－３５１０－１２２１
FAX：０３－３５１０－１２２２
e-mail：kodomo@civilfund.org
http://www. civilfund.org（担当：坂本）

北九州市のＮＰＯ法人の申請・認証状況

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４月３０日現在

受理数

認証数

平成１０年１２月１日～平成１９年５月３１日現在

不認証数

都道府県

30,047

28,872

277

【福岡県】

1,047

1,018

1

内閣府

2,722

2,490

107

全国計

32,769

31,362

384

受理数

認証数

226

【北九州】

田中

215

不認証数
―

美穂さん（日曜担当）

これまでの活動を通して出会っ
た若者達や、様々な生き辛さを経験
された人々から学ばされ、勇気づけ
られた沢山のエピソードが財産で
す。又、新しい接点からどんな人々
とのエピソードが生まれるのか楽しみです。どうぞよ
ろしくお願いします。

５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
いじめ防止ネットワーク （５月９日認証）
●特定非営利活動法人
はなまる学童保育クラブ（５月１８日認証）
●特定非営利活動法人
北九州市計量士会
（５月 23 日認証）

市民活動のテキスト

～市民活動サポートセンター開設５周年記念講演会～

「生涯現役！！市民活動を始めよう」
講師：高畑敬一
ＮＰＯ法人ニッポン・アクティブ・クラブ会長
サポートセンターで講演会の内容をまとめた講演録が出来
上がりました。貸出、閲覧ができます。また、必要な方には
３００円で販売もしています。

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》
【休館日】６月２８日（木）・７月２６日（木）
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✍編集後記
うっとうしい梅雨がやって
来ました。じめじめ蒸し暑く
て、気持ちまでどんよりして
しまいますよね。
そんな季節にお勧めの絵本
が「おじさんのかさ」。「絵本
は子どものもの」なんて思わ
ないで手に取ってみません
か？主人公のちょっとかわっ
たおじさんみたいに、童心に
返って雨を楽しんでみると、
梅雨も案外楽しいと思えるか
もしれません。
渇水が心配されるこの夏、
たくさん雨が降りますように
…。
ｂｙ

