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：８８ 平成２１年８月１５日

歌の背景
童謡・唱歌・流行歌を活用して脳活性に役立てるという試みで、主に市民センター
で行われている「生きがい型デイサービス」の講師をしていますが、実は私は人前で
歌うことが苦手です。
高校２年から声楽の勉強をし、音楽学校へ進みましたが、常に人の視線を浴びるの
で、とても恥ずかしく、歌うたびに「この場所から逃げたい」と思っていました。そ
の上意外と人見知りなのです。まさかこんな仕事をするようになるとは思ってもみま
せんでした。
毎月、翌月使用の歌の資料を作ります。生まれた背景を調べると、歌詞の内容、曲
の傾向など、その時代の流れ、文化、地方色などが浮かんできます。そうすると、歌
詞をただ読むのではなく、かみ締めるようになりました。作詞・作曲者の思いが伝わ
ってきます。一曲、一曲が尊くなります。歌は心を浄化しますね。
声楽を勉強していたあの頃にこの事に気づいていたら、もっと歌を愛せたのになあ
と今さらながら思います。

特定非営利活動法人
中嶋
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Wish
靖恵

★

ＮＰＯ活動発表会

★

地球はひとつ！異文化を超えて“共に生きる”
～草の根交流で相手を知ろう～

アジアを考える会北九州
代表
中村 紀美子さん（左）
副代表 内山 信子さん（右）

国際交流ボランティアグループ「ひびきの」
代表 田中 友治さん
平成１３年４月に、八幡西区光貞台から若松区小

この会は、１９８２年、マザーテレサの活動を知

敷・大鳥居へと広がる丘陵地に北九州市立大学国際

った北九州市内の女性たちがインドの子ども達に教

環境工学部が誕生しました。４つの学科を持つこの

育資金を送ろうと「インドを考える会」を結成し、

学部には一学年６０名の留学生を受け入れるとい

インドの政治、経済、文化、宗教などを学ぶことか

うことでした。

ら出発しました。その後、関心は広くアジア全体に

その留学生達が充実した学生生活を、そして地域

向き、半年後に「アジアを考える会北九州」と名称

の住民として快適に暮らせるようにと、平成１３年

を変更し、現在、主に八幡西区の穴生市民センター

４月に国際交流ボランティアグループ「ひびきの」

を中心に活動しています。
主な活動の１つはハンセン氏病撲滅のためにアフ

を発足しました。
翌年の平成１４年４月には九州工業大学院、早稲

ガニスタン・ペシャワールに赴いた「中村哲医師」

田大学院が開学し、現在北九州市立大学国際環境工

の活動を応援することです。医療をはじめ、用水路

学部及び大学院で学んでいる留学生は３大学併せ

事業、そして、食料自給の農業計画などの２５年に

て５００名に達しています。

亘る中村医師の活動費のほとんどは会員の募金によ
るものです。

主な活動は、留学生達が知らない土地で生活する
上で必要なことを第一に考え、大学を中心とした

もう１つは、財団法人ＰＨＤ協会というＮＧＯか

「ひびきのマップ」の作成や地域の方々から頂いた

らのアジア各地の研修生を迎えて地元で交流会を計

不要となった生活用品の提供、留学生との交流（新

画し実行しています。
その他、他のグループからの呼びかけに協力する

入生歓迎会・焼肉会・地域住民との交流・引越しの

こともありますが、基本的には月に一度、アジアの

手伝い）などがあります。

国々を知るための勉強会をしています。

留学生の最大の悩みは、物価が高く、アルバイト
をしなければ生活費が捻出できないことです。その

また２００９年４月より、キーネット（北九州国

アルバイトもひびきの周辺には店舗が少なく、容易

際交流団体ネットワーク）に加入し、情報交換や研

に見つけることができません。また、住居について

修の機会を深めることにしました。アジアを考える

もアジア系の人には貸し渋る家主が多いと聞きま

ことを通して、彼らの抱える様々な問題は、自分達

す。

の生活の目に見えないところで相互に深く関係があ
るのだと気付きました。

このような恵まれない条件の中で、日本（北九州
市）での留学に希望を抱いて来日した若者たちが中

今後は情報の発信や情報交換などを通して、一方

途で挫折することなく、目標を達成するために私た

的でない対等のパートナーシップを大切にしていき

ちの支援が少しでも役に立てばと思い、活動してい

ながら、自己満足に終わらないボランティアを今後

ます。

も続けていきたいと考えています。
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イベント情報
◆北九州パントマイム祭

◆ＮＰＯ会計・税務セミナー（アフターフォロー付き）
◆しか
ＮＰＯ会計の疑問や不安をスッキリに！
○日時：１０月７日～１２月１６日 全１０回 毎週水曜日
１０：００～１２：３０
○会場：北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”
○受講料：無料
○定員：３０名（定員になり次第締切ります。
）
○申込・問合せ先：
「ＮＰＯ会計・税務セミナー」事務局
〒８１０－０００１福岡市中央区天神４－１－２４
ＴＥＬ０９２－７２４－５０００
ＦＡＸ０９２－７２４－５００２
※申込用紙に必要事項を記入の上、郵送か、ＦＡＸで
送付して下さい。
（当センターに申込用紙設置）
○主催：福岡県ＮＰＯボランティアセンター

北九州でパントマイムを志す市民とプロによる楽しい不
思議な市民主催のパントマイム公演。
あなたも想像力の翼を広げてみませんか？
○日時：9 月 6 日（日）１２：３０～／１５：００～
○場所：リバーウォーク内西部ガスリビングスタジオ
ヒナタ北九州２階
○料金：一般１，０００円 小・中学生６００円
○出演：
【プロ】あがりえ弘虫、本多愛也
【市民】ワークショップ参加者 総勢１５名
○主催・問合せ・申込先：
北九州マイム＆パフォーマンス事務局（代表）前川
ＴＥＬ０９０－４７７７－６５０３
０９３－９８１－０３２９

助成金情報
★財団法人 大和証券福祉財団
第１６回ボランティア活動助成
ボランティア活動を目的とした団体・グループ学生・
若者のボランティア活動も積極的に支援します。特に在
宅老人、障がい児・者、児童問題等に対するボランティ
ア活動。
（※申込に際しては社会福祉協議会･共同募金等
の推薦を受けてください）

★北九州市文化振興基金奨励事業
北九州市では、１０月～来年３月 31 日に実施する
個人や団体による自主的な芸術・文化活動に対し、事
業費の一部を補助します。
★対象活動
①市民の行う芸術・文化活動、若しくは、市民が芸
術・文化に接する機会を提供する原則市内で
開催される事業
②芸術・文化活動を担う人材を育成する事業
③国際的な芸術・文化交流事業
④芸術・文化の研究調査活動
⑤芸術・文化に関する情報の収集・提供活動
★補助金：限度額１００万円
★応募締切：９月１１日（金）
★北九州市企画文化局文化振興課
ＴＥＬ０９３－５８２－２３９１
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/Po
rtalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DIS
PLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=7811

★１件当たり：３０万円を上限とする。
総額５，０００万円
（内５００万円は災害ボランティア活動に対する助成）
★応募締切：９月１５日(火)当日消印有効
★財団法人 大和証券福祉財団 事務局
〒１０４－００３１
東京都中央区京橋１－２－１大和八重洲ビル
TEL０３－５５５５－４６４０
FAX０３―５２０２―２０１４
http://www.daiwa-grp.jp/branding/citizen/su
pport/dsf/outline.html

知って納得、ＮＰＯ・ボランティアのあれこれ
Ｑ．ＮＰＯとＮＧＯの違いがよくわかりません。
Ａ．ＮＰＯは、Nonprofit Organization の略称で、「民間非営利組織」のことです。
ＮＧＯとは「Non-governmental（ノンガバメンタル＝非政府）Organization
（オーガニゼーション＝組織・団体）」の略語です。日本語では「非政府組織（団体）」
と訳されますが、営利を目的としないという点を重視しているのがＮＰＯで、政府とは
異なる民間の立場を重視しているのがＮＧＯといえます。ＮＧＯも営利を目的とした
団体ではないため、「民間」「非営利」という点でＮＰＯと違いはありません。
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ＮＰＯ法人の申請・認証状況
２００９年７月に認証された特定非営利活動法人
ＮＰＯ法人子育て・シンク・タンク（７月１５日認証）
特定非営利活動法人大地
（７月２９日認証）
特定非営利活動法人アジアの友文化協会
（７月２９日認証）

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２１年 7 月３１日現在

受理数
【北九州】

272

認証数

不認証数

244

―

「ＮＰＯ入門セミナー」市民組織運営の基礎
(全２回)を開催しました！

全国のＮＰＯ法人の申請・認証状況
平成１０年１２月１日～平成２１年 6 月３０日現在

受理数

認証数

不認証数

都道府県

36,029

34,730

430

【福岡県】

1,303

1,262

1

内閣府

3,258

3,055

125

全国計

39,287

37,785

555

講師：内田満氏（ＮＰＯ法人スポーツウエイヴ）代表

「平成２１年度“地域のちから”報告会」のご案内
市内の各まちづくり協議会の方々が一堂に会し、１年
間の地域づくり活動の成果を発表する「平成２１年度
“地域のちから”報告会」を開催します。
○日時：８月２５日（火）１３：３０～１６：００
○会場：ウェルとばた 大ホール
（北九州市戸畑区汐井町１番６号）
○参加費：無料
○主催：北九州市
○問合せ先：北九州市総務市民局地域振興課
ＴＥＬ０９３－５８２－２１１１（江崎）

去る７月２９（水）
８月５日（水）、当セ
ンターにて「ＮＰＯ入
門セミナー」が開催さ
れました。
ＮＰＯや社会貢献
活動に興味を持って
いる一般市民の方を対象とした初心者向けセミナ
ーで、
「ＮＰＯ、ＮＰＯ法人とは？」
「ＮＰＯとボラ
ンティアの違いとは？」「組織化するために押さえ
ておきたいこと」などについて学びました。以下、
アンケートの中から、参加者の声をご紹介します。
「ＮＰＯの成り立ちから経理、運営の事まで大変
よく分かりました。ＮＰＯの基本を理解した上で、
新規事業（障害者雇用）に役立てたいと思います。
」
「なんとなく知っていたつもり…のことをきち
んと聞くことができて良かったです。」

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】8 月 13 日（木）・２７（木）
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✍編集後記
先日、文学館で開催されてい
る「佐藤さとるコロボックル物
語展」に行ってきました。
「コロボックル物語」シリー
ズの第一作「誰も知らない小さ
な国」に出逢ったのは、私が小
学生の頃、たちまちその魅力に
引き込まれ、夢中で読みふけっ
たことを懐かしく思い出しまし
た。ストーリーもさることなが
ら、村上勉さんが描く挿絵が大
好きで、今回その原画を見るこ
とが出来てとても幸せでした。
長い夏休み、子どもたちには、
是非お気に入りの一冊に出逢っ
てほしいと思います。
ｂｙ

