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：７０ 平成２０年２月１５日

歩き始めて１０年

～

冷たい！３℃の早朝は手や顔をほぐしながら歩く。５℃寒い、７℃あまり気にならない。早足
で歩いて４０分、ゆっくり歩いて約１時間。春、夏、秋、冬、毎日にドラマがある。雨が降れば
傘を差すが、風の強い日は何が飛んでくるか分からないので様子を見る。
日課の始まりだ。
携帯ラジオのイヤホンから KBC『中村基樹の通勤ラジオ』が流れてくる。ポケットには途中
で飲む缶コーヒー代１２０円が入っている。気持ちよく家を出る、今日は何が待っているだろう。
体調の悪い日は、重い足をひきずる感じでなかなか前へ進まない。何か考え事をしているとい
つの間にか家の近くまで帰っている。囲碁が趣味の一つだが、負けた勝負が頭の中に石を並べる。
「おはよう！」
「おはようございます！」声をかける相手もさまざまだ。障害者施設の入所者、
通学する小・中学生、バス停へ急ぐ高校生、犬の散歩のおなじみさん、知人もたくさんできた。
ねこ、犬、野良猫の鳴き声も聞ける。うぐいす、蛙、せみ、ひよどり・・・カラスなど四季の変
化を教えてくれる。放し飼いのにわとりの「コケコッコー」が聞けなくなったのは寂しい。小さ
な川だが、大雨の後の激流はすごい。残念だが、多くのゴミが流されて来る。
丁度中間点あたりで、新北九州空港から飛び立つスターフライヤーをよく見かける。フェリー
が着いた。他県ナンバーの車や送迎バスが市内へ向けて走り去る。一車線時代の渋滞が懐かしい。
この場所で見る朝日は美しい。
野に咲く花や、庭先の花もたくさん見ることができる。農家の皆さんが田植えされた水田、稲
刈りの終わった田んぼを毎年見ているが、対照的だ。このことが何
か気持ちを切り替えさせてくれる時期になっている。畑もたくさん
あり、時折々の野菜が育っている。我が家の菜園はほとんど無農薬
なので、育ちが良くないものもありちょっぴり悔しく思うこともあ
る。
ハプニングもある。交通事故、火災、救急車の出動もある。
一番多いのは知人とのおしゃべりだ。これも楽しみの一つであ
る。
ゴールは我が家の菜園。毎日、野菜が育ち変化するのを見ながら、
次に植えるシフトや作業を決めるのも喜びの一つである。
一部、ドラマの紹介でしたが、負担にならないから続いています。
住んでいる街・地域を歩いてみませんか。
ドリーム舎
1

吉田

満さん

先進的な活動を展開されている 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
NPO 北九州お元気様会

特定非営利活動法人
マンション付加価値
創造研究協会

事務局長
木村晴茂さん

理事長
天津正博さん

高齢者に楽しく生き生きと、いつまでも生きがい
のある人生を送っていただくための組織を作り、高
齢者医療費削減に貢献することを目的にこの会を
設立しました。
「ご苦労様です。」という挨拶の代わ
りに「お元気様です。」と声をかけあっていたのが
この会の名称になりました。
２００５年１１月に特定非営利活動法人として
認証され、現在６０人の個人会員、３３の団体会員
がいます。また、賛助会員は１４個人、１２７団体
になります。総会は芝生の上で開き、午前中で討議
を終え、昼からは竹の子掘りに出かけるというユニ
ークなものとしています。
活動分野は環境保全、保健・医療・福祉の増進、
社会教育の推進、情報化社会の発展の 4 つですが、
運営体制は 5 つの事業制を布き、それぞれに責任者
を置いて活動しています。
広報・会員拡大事業部では、北九州で２千人の会
員を目指して奮闘しています。
農業事業部では、堀越、合馬の竹林を整備し、竹
の子栽培をしています。また農場では愛華農法やＥ
Ｍ（有用な微生物群）農法などで無農薬野菜を栽培
し、収穫祭を行っています。収穫物は会員で頂きま
すが、余ったものはハローデイでも販売しています。
（当会理事長はハローデイ社長）
スポーツ事業部では、シニアグランドゴルフ、親
善ゴルフ会、シニアマスターズソフトテニス大会、
ウォーキング大会、健康ウォーク表彰などを行って
います。生涯スポーツとして人気のグラウンドゴル
フは、ご夫婦揃って健康になって頂くために、高齢
ご夫婦の参加を奨励し、特別賞として黒川温泉ペア
ご招待を行うなどして楽しんでいただいています。
ＩＴ事業部では、現在ホームページ作成のみの活
動で、健康・くらし向上事業部として社交ダンス教
室や、秀蓮気功体験会などを行っています。
環境事業部では、マイ箸利用運動、マイ箸作成教
室、家庭生ごみの肥料化コンポスト斡旋、伐採竹の
資源化などをしています。地球温暖化に対してＮＰ
Ｏとして少しでも貢献したいと思っています。
また、活動は企業から支援してもらっているので、
自主・独立の団体より活動しやすいと感じています。
この団体を成功させ、広く全国の有志の皆さんに
呼びかけることで、将来、全国 50 箇所、100 万
人の組織となれば、すばらしい社会貢献ができると
考えています。
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マンションは大変便利で合理的など、利点はたく
さんありますが、あえて難点を挙げると、庭が無い、
くつろぎのスペースが無い、近所との付き合いが少
ないなどがあります。屋上を緑化し、庭園や菜園と
して利用することにより、新しいコミュニケーショ
ンの場として大変効果があると考え、新たな付加価
値のある住環境を目指すことを目的に、この会を設
立しました。
新築のマンションやオーナーマンションには屋
上緑化をしている所がありますが、既存のマンショ
ンは全戸数に住民の意思決定権があるため、その集
約が非常に難しいのが現状で、未だ屋上緑化をして
いる所はありません。そこで、当団体が「屋上に癒
しの空間を作ろう」というコンセプトのもとに、住
民の方と一緒になり起案から完成に至るまでの長
期間の支援を行い、また、継続的な緑化を支援して
いこうと、２００７年 8 月、ＮＰＯ法人として認証
を受けました。
屋上応接室、屋上菜園、屋上公園など現在使われ
ていない屋上に様々なアイデアを提案し、これらに
よって屋上が老人の憩いの場や、家庭のくつろぎの
場、子どもの安全な遊び場などになります。また、
四季折々のイベントを行うことで、居住者の方々の
絆も深めます。
さらに、屋上を緑化することによって、屋上の資
産価値が上がり、防水工事費の削減もでき、屋上直
下階の室温低減など、様々な付加価値が生まれます。
屋上緑化には、管理組合方式、会員制クラブ方式、
外部委託方式の３つの運営方式がありますが、当団
体が採った方式は会員制クラブ方式です。この方式
を「スカイガーデンプロジェクト」と命名していま
す。これは住民の中の希望者で運営していくもので、
緑化に関心がある人だけが参加し、管理組合から屋
上を借り上げて賃貸料を支払う方式です。
この方式では、会員だけでなく非会員や部外者も
そのつど入場料を払えば屋上が利用できます。
また屋上緑化の際に、防水工事を同時に施すため、
非会員は防水工事費を負担せずに済み、なおかつ、
屋上の賃貸料も入ってくるというメリットがあり
ます。
私達は、屋上が癒しの空間となるように皆さんと
一緒に考えながら、地球にやさしい環境づくり、屋
上緑化の夢の実現に取り組んでいきたいと思って
います。

情報のひろば
イベント・ボランティア

第３回 発達障害者支援ネットワークセミナー
発達障害の早期発見・早期療育について
～前原市の取り組みから学ぶ～
○日時：３月１日（土）１３：００～１５：３０
（開場１２：３０）
○会場：ウェルとばた１１階１１１・１１２会議室
○参加費：１，０００円（資料代含む）
○講師：大神 英裕先生（九州大学人間環境学研究院
人間科学部門教授）
○主催：特定非営利活動法人 ｎｅｓｔ
○問合せ：ｎｅｓｔ事務局
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０９３－５２１－８２０８

ふくおか協働フォーラム２００７（北九州会場）
ＮＰＯと企業、行政との協働の推進のため、協働につい
ての理解を深めるとともに、今回の交流編では、より参
加者同士の対話の機会を設け、団体相互や企業、行政と
のネットワークづくりを図ります。
○日時：３月１５日（土）１３：３０～１７：００
○会場：北九州国際会議場 ２１会議室
○内容：「ＮＰＯと行政との協働」
「ＮＰＯと企業との協働」
事例発表とワークショップ
○参加費：無料
○主催：福岡県ＮＰＯ・ボランティアセンター
○申込・問合せ：特定非営利活動法人
ふくおかＮＰＯセンター
ＴＥＬ：０９２－７５１－６０４２
ＦＡＸ：０９２－７５１－６０４３

「２００８スポーツファンタジアｉｎ北九州」
市民の自由な発想を元に、総合型地域スポーツクラブが
中心となって織りなすスポーツの祭典です。
○日時：３月８日（土）９：００～１５：００
○会場：北九州市立総合体育館
○参加費：無料
○内容：一部［クラブ交流戦］二部［スポーツ屋台村］
○主催：北九州市総合型地域スポーツクラブ推進協議会
○問合せ：（財）北九州市体育協会事業係
〒８０５－００１１
北九州市八幡東区八王寺町４－１
（北九州市立総合体育館内）
ＴＥＬ：０９３－６５２－５００７
ＦＡＸ：０９３－６５２－４００５

ボランティアフェスタｉｎ八幡西
―みんなで語ろう“ボランティアって何？”―
八幡西区には、どのようなボランティア団体があり、ど
のような活動をしているのかなどの疑問を解決し、また
ボランティアどうしのつながりを大切にすることを目的
に開催します。
○日時：３月１６日（日）１３：００～１６：００
○会場：九州女子大学内 生涯学習研究センター
「耕雲館」５階５０１室
○参加費：無料 ※託児（要申込:3 月 10 日まで）
○内容：講演会と意見交換会
講師：田代 久美枝氏
（おとなりさんネットワーク「えん」会長）
コーディネーター：古市 勝也先生 他 3 名
○申込締切：３月１４日（金）
○主催：ボランティアフェスタｉｎ八幡西実行委員会
○申込：八幡西区ボランティアセンター
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０９３－６４２－０４０７

助成金情報
★２００８年度
「ひらめき工房アジレント

★北九州市文化振興基金奨励事業（上期募集）
助成プログラム」

自然保護などの環境問題を含む理科・科学、算数・数学
の分野で、子どもたち（幼稚園～小・中学生）の夢、ひ
らめき、想像力を育む、現在実施中、もしくは検討中の
活動でユニークな継続性のあるものを募集します。
☆助成額：最高５０万円
☆締切：３月１２日（水）当日消印有効
☆アジレント・テクノロジー株式会社 企画・広報部
「ひらめき工房アジレント助成プログラム」係
〒１９２－８５１０
東京都八王子市高倉町９－１
TEL：０４２－６６０－８５５４
FAX：０４２－６６０－８５６１
E-mail：jpn_philanthropy@agilent.com
http://www.agilent.co.jp/commjp/community
JP/sparkJP.shtml
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芸術・文化に関する市民の自主的な活動を更に活性化す
るための事業です。
①高い芸術性を持った優れた活動
②創造的で斬新な活動であり、今後の発展が期待される
活動
③本市の伝統や特性を生かした優れた活動
※主に子ども達を対象とした事業に対しては「みらい
枠」があります。
☆助成額：１００万円、５０万円、３０万円、２０万円、
１０万円のいずれか。
☆締切：３月１４日（金）
☆北九州市経済文化局文化振興課
〒８０３－８５０１
北九州市小倉北区城内１番１号 市庁舎８階
TEL：０９３－５８２－２３９１
FAX：０９３－５８２－２６７７
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/Port
alServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPL
AY ID=U000004&CONTENTS ID=20250
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ＮＰＯ法人の申請・認証状況

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２０年１月３１日現在

受理数
【北九州】

認証数

235

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 1２月３１日現在

不認証数

225

―

２００８年１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北九州青年みらい塾
（平成２０年 1 月１６日認証）

受理数

不認証数

都道府県

32,168

30,737

328

【福岡県】

1,144

1,094

1

内閣府

2,897

2,652

115

全国計

35,065

33,389

443

サポートセンターの日の発表者大募集！！
あなたの団体の活動の PR をしませんか？

認証数

ロッカー・レターケース利用のご案内
サポートセンターではロッカー・レターケースを

サポートセンターでは毎月２５日に「サポートセン

無料で貸出しています。郵便物の受け取り、書類の

ターの日」として、市内の NPO 団体やボランティ

一時預かり、団体共有の保管場所に利用できます。

ア団体の方に日頃の活動を発表していただいており
ます。もっと自分達の活動を知って欲しい、賛同を

更新の団体は･･･毎年４月に貸出しの更新の手続き

得たいとお考えの団体はぜひ、ご活用下さい。

をしています。更新希望の団体は利用届けに必要事
項を記入の上、サポートセンターにお申し込み下さ

○日時：毎月２５日（土・日・祝の場合は繰下げ）
１８：３０～２０：００
○会場：北九州市市民活動サポートセンター

い。
新規の団体は･･･空きがあれば、随時、受付けており
ます。利用届けに必要事項をご記入の上、お申し込

北九州市立男女共同参画センター

み下さい。

“ムーブ”１階

※利用届けはサポートセンターにありますので、お

○内容：２団体に各々約２０分間、活動発表してい

気軽にスタッフにお申し出下さい。

ただきます。その後に参加者を交えて質疑
応答の時間をとります。

ご参加・ご利用

※お申込みは下記まで電話、FAX、メール

待っています。

にて随時受付中です。

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
日曜・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２８日（木）・３月６・27 日（木）
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✍編集後記
映画を観るため、よく天神ま
で出かけます。この前、映画館
で車の鍵がポケットから落ちた
のに気づかず、高速バスで帰り
ました。その後、車に乗ろうと
思ったら、当然、鍵がありませ
ん。もしやと問い合わせたら、
「お預かりしてます」との事。
泣く泣く、そのままバスで引き
返す羽目に！ 無事に鍵は私の
元に還ったのですが、それ以来、
その映画館の受付の人が、私を
見ると「お忘れ物はありません
か？」と声をかけてくれます。
シネコン乱立の中、小さな映
画館ならではの細やかな気配
り、顔がわかる関係にホッとす
るひと時でした。 by パックン

