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：７５ 平成２０年７月１５日

機械的な音からの開放
ＴＶを持たない生活を長く続けている。必ず、なぜ？と聞かれるが、特に必要を感じないからとし
か答えようがない。
しかしよくよく考えてみれば、私は電化製品が発する音が嫌いなのかもしれない。学生時代は黒板
消しを掃除する機械の音や電気の鉛筆削り器の音などとても耳障りに感じていたし、掃除機の音など
は今でもとても苦手である。そのように思い起こしたのも、先日松本英揮さん（ＮＰＯ法人
H-imagine 代表）の講演会を聞きに行ってからである。松本さんは自転車に乗って世界中を旅して
いるエコロジストである。ペーパーレスの生活を心がけ、トイレットペーパーすら使わないそうであ
る。見せていただいたたくさんのスライドの中で印象的だったものの一つに、ドイツの街の音と宮崎
の街の音を比較しているものがあった。日本の街では一般的な、車の走る音やさまざまな機械的アナ
ウンスの音はこんなにうるさいのか、と改めて感じた。
そういわれれば、早めの夏休みをとり、友人が青年海外協力隊として働くバングラデシュを旅行し
たときもそうだった。インドの東隣に位置し、北海道の約２倍の面積に、日本以上の人口が住む国な
ので、どこに行っても人人人。あまりのごみごみした感じに驚いたものの、主要な交通手段はリキシ
ャ（自転車を改造した人力車）であり、音というのは人の声、リキシャの鳴らす自転車のベル程度。
正直そこまで不快ではなかった。ただ、大きな街に行ったときの車やバイクの騒音は手で耳を覆いた
くなるほどひどかった。
自分の生活圏内で、機械的な音から開放される場所はあるのだろうか。
少し寂しく思う今日この頃である。

JICA

国際協力推進員

高田

順子
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～あなたの街のまちづくり～

宿場木屋瀬街づくりの会
会長 野口 靖彦さん
木屋瀬は中世に遠賀川の川港として成立し、江戸
時代は長崎街道の筑前の宿場町として繁栄しまし
た。約９００ｍの大通りを中心に宿場ならではの建
物と多くの史跡が残り文化や歴史が香る地域です。
しかし、近年過疎化が進み、地域のつながりや人情
まで失われるようになってきました。このままで
は、木屋瀬らしさが無くなるとの思いから、「宿場
木屋瀬街づくりの会」が発足しました。私達はこの
地域の伝統や文化、町並みを保存して、他の地域の
人に誇れる、オンリーワンの地域づくりを目指しま
した。平成３年の発足後、最初に取り組んだのが、
全住民参加型のまちづくり塾でした。約２年間かけ
て、「死ぬまで住みたい町・先祖の残してくれた歴
史を活かした文化の香る町」という基本的な方向性
を定めました。また、２人のコンサルタントに地域
に住み込んでもらい、整備基本計画書の作り方など
を学びながら、まちづくりを進めました。街並みの
景観を保つため、瓦葺、二階建て、白か茶色等外観
を規制したことで「財産価値が下がる」といった反
対の声も挙がりましたが、木屋瀬らしさを保つ為
に、住民全員で協力し推進してきました。
平成７年に歴史的な建造物がある地区として都
市景観整備地域に指定され、また条件が揃えば、修
理の場合には６００万円を上限に半額を助成する
制度の条例も制定されました。また平成９年には木
屋瀬が育んだ歌人であり、放送作家として有名な、
い ま はる べ
伊馬春部先生の生家である、旧高崎家が有形文化財
に指定され、江戸時代の姿に復元しました。また、
毎年１１月の第一日曜日には、福岡県の民俗無形文
化財である、
「木屋瀬宿場をどり」を住民皆で踊る、
「筑前木屋瀬宿場まつり」を開催し、伝統芸能の継
承と町の活性化に取り組んでいます。平成１２年１
月１日には、長崎街道筑前木屋瀬宿本陣跡地に町民
の夢であった「長崎街道みちの郷土史料館」が完成
しました。まさに、木屋瀬のまちづくりは“人づく
り”“人おこし”“夢おこし”でした。これからも、
木屋瀬らしさのある、地域づくりを目指したいと思
っています。

特定非営利活動法人 門司赤煉瓦倶楽部
事務局長 竹中 康二さん
特定非営利活動法人門司赤煉瓦倶楽部は、門司区
大里本町に残る近代化の象徴ともいえる赤煉瓦建物
（門司赤煉瓦プレイス）を保存・活用し、地域の活
性化に寄与することを目的としたＮＰＯ法人です。
門司赤煉瓦プレイスには旧サッポロビール九州工
場の倉庫棟、事務所棟など４つの赤煉瓦の建物があ
こう さい
り、中でも官営八幡製鉄所の廃材を活用した鉱滓煉
こう さい
瓦でできた事務所棟は、鉱滓煉瓦建物としては、日
本最古のものともいわれ、また、７階建ての旧サッ
ポロビール醸造棟は国内でも有数の規模であると高
く評価されています。
昨年には、この門司赤煉プレイスに残る赤煉瓦建
物の４棟全てが、その近代産業遺産としての価値を
認められ、国の登録有形文化財に認定されました。
また、赤煉瓦建物によるまちづくりを目的として、
毎年秋に行われている赤煉瓦ネットワークの全国大
会が、平成１９年には門司赤煉瓦プレイスで開催さ
れ、全国から２００人もの赤煉瓦ファンが集まりま
した。この大会はもとより、建物を保存していくた
めに、コンサート、まつり、フリーマーケットなど
を開催し、地域のコミュニティスペースとして活用
しています。また、夕日に映える赤煉瓦の美しさと
ロケーションのよさから映画やＣＭの撮影に使われ
ることもあります。
平成２０年６月１日現在、正会員２２名、賛助会
員３９名です。主要事業として、赤煉瓦建物の保存･
活用事業を行っており、倉庫棟を改修した赤煉瓦交
流館の運営や醸造棟の一部を飲食等の店舗として賃
貸することにより事業費を捻出しています。
今後の課題としては建物の固定資産税や施設管理
にかかる費用等その保存活動のための資金づくり
と、赤煉瓦ファンを創出するために煉瓦建物の魅力
をアピールし、価値を知ってもらうことです。
近代化産業発祥の地として、また北九州の新たな
観光資源としての魅力ある場所として、多くの方々
に門司赤煉瓦プレイスを知っていただきたいと思っ
ています。
2

◆車椅子で海水浴ｉｎ岩屋海水浴場
身障者の子ども達に自然の海を体験させよう！

情報のひろば
イベント・ボランティア

「水陸両用車椅子」で、体の不自由な子も、そうでない
子も北九州の綺麗な自然の海で、バリアフリー海水浴を
楽しもう！
●対象：小学生児童、車椅子障害者（父兄または管理者
同伴）
●期間：７月２０日（日）～３１日（木）の土日
１０：００～１６：００
月～金曜日は団体・グループ・ご家族（５名様
以上）の予約を受付けています。
●場所：北九州市若松区岩屋海水浴場 海の家 浜風
●主催・申込み先：ＮＰＯ法人北九州環浄研
ＴＥＬ：０９３－４７４－１１１７
ＦＡＸ：０９３－４７４－１１１９

◆夏休み和太鼓教室
和太鼓で酷暑を吹き飛ばしてみませんか！！
お子さんに限らず、メタボが気になっている方、車椅
子を利用されている方、どなたでも参加できます。
●日時：７月２４日・３１日・８月７日・２１日
※いずれも木曜日１６：３０～１７：３０
●場所：山鹿公民館（芦屋町山鹿２８６２）
●参加費：５００円（バチ代）
●問合せ先：０９０－７４４９－１２６５（中西）
なみかけ

●主催：濤懸はまゆう太鼓

◆第６回北九州チャンピオンズカップ
国際車椅子バスケットボール大会
市民サポーター大募集！

リユース
PC 寄贈

★NPO 法人スキルアップサービス・
イーパーツ協働事業
「第 2 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：北九州地域で「子育て、青少年の健全育
成」支援の活動をしている市民団体
☆寄贈 PC：IBM ノートパソコン 30 台
（1 団体 3 台まで）
OS：Windows 2000/XP
アプリケーション：Office XP
☆応募締切：8 月 20 日（水）（必着）
☆応募方法：申請書に記入の上、指定添付書類を添え
て下記へ郵送または持参
〒803―0814 小倉北区大手町 11―4
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
※応募要項と申請書は北九州市市民活動サポートセ
ンターにあります。
☆問合せ先：ＮＰＯ法人スキルアップサービス
ＴＥＬ：０９０－９５８９－３４４３（松田）

★財団法人伊藤忠記念財団
「子ども文庫助成」子どもの本１００冊助成

●活動の種類：①会場運営②会場運営通訳③選手帯同
④試合の応援⑤大会ＰＲ⑥賛助金の提供
●応募方法：所定の申込用紙に必要事項を記入し、
ＦＡＸ・郵送・または直接持参
●活動の種類によって定員、応募資格、応募締切、活動
場所、日時が異なります。（複数の活動可）
●問合せ先：
①北九州市障害福祉ボランティア協会内
「市民サポーター受付係」（担当：藤本・森）
ＴＥＬ：０９３－８８２－６７７０
ＦＡＸ：０９３－８８２－６７７１
②～⑥北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケ
ットボール大会実行委員会事務局（担当：中村・有延）
ＴＥＬ：０９３－９２２－１４３２
ＦＡＸ：０９３－９２２－１４２４
●申込み先：問合せ先①に同じ
北九州市戸畑区汐井町１－６
ウェルとばた ６階

助成金

子ども文庫をはじめ、その連合体など児童の読書につい
ての啓発・指導を行っている民間団体、または個人の活
動を対象に、子どもの本 100 冊の助成を行います。
☆助成内容：学年別（小学校低学年向け・中学年向け・
高学年向け）３セット各１００冊のうち１
セット（20 万円相当）
☆助成件数：４５件
☆応募締切：８月３１日（日）
☆財団法人 伊藤忠記念財団
〒１７３－００３５
東京都板橋区大谷口２－３－６
ＴＥＬ：03―3974―2650
ＦＡＸ：03―3974―2049
ＵＲＬ：http://www.itc-zaidan.or.jp
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★瀬戸内オリーブ基金
緑化や自然保護のために活動している
団体や個人に、事業資金を助成します。

☆助成対象地域：瀬戸内海の沿岸部と島嶼部
※瀬戸内海に注ぐ河川がある府県（北九州市）も含む。
☆助成対象：果樹植樹分野、環境植樹分野、耕作放棄地
対策分野、里山保全・竹林除去分野、希少
植物対策分野、環境教育分野
☆助成金額：１プロジェクト２００万円を上限
※複数年にわたるプロジェクトも可
☆応募締切：毎月末日
☆特定非営利活動法人瀬戸内オリーブ基金事務局
〒７６１－４６６１
香川県小豆郡土庄町豊島家浦３８３７－４
ＴＥＬ：０８７９－６８－２９１１
ＦＡＸ：０８７９－６８－２９１２
E-mail： info@olive-foundation.org
ＵＲＬ：http://www.olive-foundation.org/

ＮＰＯ法人の申請・認証状況

―― ご利用下さい ――

全国のＮＰＯ法人の申請・認証状況
平成１０年１２月１日～平成２０年５月 3１日現在

受理数

認証数

★「特定非営利活動
法人の設立及び管理
・運営の手引き」（改正版）

不認証数

都道府県

33,145

31,959

367

【福岡県】

1,196

1,153

1

内閣府

2,976

2,760

119

全国計

36,121

34,719

489

「設立編」と「法律編」
、
「管理・運営編」の３部に分かれ、
Ｑ＆Ａも新たに加わり、一層分かり
やすい手引き書になっています。
ご希望の方は、サポートセンタースタッフまでお
申し出下さい。

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６月 3０日現在

受理数
【北九州】

239

認証数
229

不認証数

――――――――――――――――――――――

―

★シュレッダー

―「福岡県主催ＮＰＯとの協働のための
行政職員研修」に参加―

特定非営利活動法人イーパーツ（eparts）の「セ
キュリティを高めよう企画」へ応募し、シュレッダ
ーを寄贈していただきました。
情報セキュ
リティが大切
な時代です。
個人情報が
含まれる書類
を廃棄すると
きなどにご利
用下さい。

去る７月７日（月）、福岡県吉塚合同庁舎にて、特定
非営利活動法人シーズ＝市民活動を支える制度をつくる
会事務局長の松原明氏を迎えて行われました。
行政職員及びＮＰＯ関係者など約２００名が参加し、
『協働』とは何か？『協働』の特性、『協働』の事例紹
介についての講義が行われた後、参加者全員で『協働』
を進めるにあたっての問題・課題についてワークショッ
プを行いました。
行政とＮＰＯとの『協働』を進めるポイントとして、
相互理解とコミュニケーションの重要性、地域住民の視
点に立ち、住民理解と参加を推進することなど、大変参
考となる講演会でした。

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】７月３１日（木）／８月１４日・２８日（木）
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✍編集後記
枇杷が美味しい季節です。病気
を患って自然療法なるものに出会
いました。
枇杷にはアミグダリン（ビタミ
ンＢ１７）がたくさん入っていて、
咳止めやがん予防に効果があるそ
うです。今までは種などポーンと
捨てていましたが、一粒だって捨
てられません。
そのまま食べるとえぐいのです
が、乾燥させて粉末にして食べる
と食べやすいですね。
その他にも古来から伝わってい
る薬草がたくさんあります。
知らないと損ですね。もっとも
っと知りたい今日この頃です。
By
yonmin 105

