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：８９ 平成２１年９月１５日

ホスピタリティという体験
この夏休み、家族そろって、ディズニーランド（＆ディズニーシー）へ行ってきた。
子ども達にとっては、初めて飛行機に乗って出かける旅行。しかも、目的地はディズニーランドとい
うことで、出発前から大興奮。
３人の子ども達がそれぞれせがむので、１人１冊ずつ別々のガイド本を買わされてしまった。それぞ
れ希望のアトラクション、ショー、パレードを選び出しては遊ぶ計画を立て、何度も発表する光景は、
親ながらほほえましかった。
実際、ディズニーランドもディズニーシーも期待を裏切らない内容だった。
ただ、あまりにも人が多いのには驚いた。人気のアトラクションは、待ち時間２００分などと表示さ
れている。それでもお盆明けなのでピークは越えているということだった。
事件は、あるアトラクションの出口で起こった。
子どもが首から提げていたチケットホルダーが無くなっていることに妻が気づいた。大事なパスポー
トが入っていたので、大慌てで家族全員がポケットの中を確認したり、カバンの中を捜したりしている
と、１人のキャストが近づいてきて声をかけてくれた。
事情を説明すると、
「ここでお待ちください。」と言われ、しばらくすると同じキャストが戻ってきて、
「座席を調べたらありました。アトラクション内のキャストが預かっていますのでご確認下さい。」と言
われた。おかげで、チケットホルダーは子どもの手に無事に戻ってきた。
この出来事は、子どもにとっても一生忘れられない思い出となっただろう。
彼女だけでなくディズニーランドのキャストは、その誰もが笑顔で親切であった。ディズニーランド
を訪れるゲストの９割以上は、リピーターというのもうなずける。
北九州市でも、ホスピタリティ（おもてなしの心）という言葉をよく耳にする。
閉じられた空間と開かれた空間という条件の違いこそあるものの、私はホスピタリティという言葉を
反芻（はんすう）していた。
北九州市市民活動サポートセンター職員
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宇津崎徹也

★

ＮＰＯ活動発表会

★

『住みたい・暮らし続けたいまち』
を目指すＮＰＯ活動

特定非営利活動法人北九州あいの会
事務局 大石 真純さん

特定非営利活動法人北九州青年みらい塾
代表理事 大内田 佳介さん

平成３年、代表の石井カズエが「日本ケアシステ

平成 6 年から１１年 3 月まで、北九州市教育委
員会の事業として「青年みらい塾」が行われました。

ム協会」から独立し、「おたがいさま」を合言葉に、

その塾生有志が、平成 11 年 9 月、まちづくり団体

誰でも参加できる「たすけあい活動」を始めたのが

として新生「青年未来塾」を立ち上げました。翌年

「あいの会」の始まりです。平成７年に送迎サービ

6 月に「北九州青年みらい塾」に改名し、平成２０

スを開始、平成１１年にはＮＰＯ法人となり、翌１

年にＮＰＯ法人となりました。

２年から介護保険事業に参入しました。
現在の活動は、
「たすけあいサービス」と「介護保

「北九州を元気にしたい。」という思いで、様々

険事業」の２つです。

なイベントを企画・運営しています。
今まで行なった事業は、男女の出会いの場を提供

「たすけあいサービス」は会員制の有償サービス

する「ラブフイッシング」、小倉発祥のＢ級グルメ

です。利用する方、活動を支える方がともに会員と

を全国へ発信した「焼うどんバトル」、若者たちの

なり、病院の見守り、買い物、外出や通院の送迎な

まちへの関心を高める目的で開催した「高校生みら

ど自立支援のお手伝いをしています。定期的に確実

い塾」、子どもたちの国際理解を目的に開催した「国

なサービスを提供すること、また、利用する方が気

際キッズ」や「国際ワークキャンプ」などがありま

兼ねなく利用できるように、ボランティアではなく、

す。

有償サービスにこだわっています。介護保険の対象

現在は、北九州を愛する人が集うラジオ番組「コ

とならない方も利用でき、また介護保険だけではサ

ラボタウンネットワーク」や子どものまちづくりの

ービス提供の時間が足りない場合にも、「たすけあ

参画を促す「黒崎ハロウィン」などを行っています。

い」で同じヘルパーが引き続き担当することが出来
ます。

また、昨年度より「北九州の夜のにぎわいのしく
みづくり」を目指して、「北九州ナイトツアー」を

「介護事業をなぜＮＰＯでするのか？」というこ

開始しました。北九州の夜を楽しむことができる情

とをよく聞かれますが、それは運営組織にあります。

報を掲載した「北九州ナイトツアーマップ」を作成

民間企業の場合は、経営者の方針に社員が従うとい

し、配布したり、まち歩きや公共施設の夜間開放イ

う形ですが、ＮＰＯは正会員達が同じ立場で考え、

ベントを定期的に行っています。今後も北九州市の

決定し、運営していくことができるという大きな利

ポテンシャルを活用した新しい楽しみ方を提案し、

点があるからです。
ヘルパーさんの高齢化、また「宅老所」開設に向

地域の活性化を図っていきたいと思っています。
その他の事業として、今年度は「塾生スキルアッ

けての拠点探しなど課題もたくさんありますが、
「困

プ事業」、
「まちづくり講演会」などを開催予定です。
今後の課題は、活動の担い手となる若者（塾生）
を増やし、育成することです。またイベントの認知
度をより高めていきたいと思っています。

ったときはおたがいさま」と言い合える地域づくり
を目指して、皆が生きていて良かったと思える関係
づくりにこれからも努力していきたいと思います。
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イベント情報
◆講演会「障害児者のきょうだい支援～その必要性と展望～」 ◆第 47 回北九州市民体育祭オリエンテーリング大会
◆しか
○日時：１０月１１日（日）９：３０～１１：３０（受付）
○日時：１０月２５日（日）１０：００～１２：００
○会場：北九州市若松区玄海青年の家（グリーンパーク南側）
○会場：ＡＩＭ ８階 ＫＴＩ大ホール
○参加費：北九州市民は無料 市外個人６００円（当日８０
○定員：２００名
○参加費：無料
０円）
、グループ１人３００円（当日４００円）
○締切：１０月１６日（金）
○締切：１０月５日（月）※要事前申込
○申込・問合せ先：〒８０３－０８１４
○申込・問合せ先：〒８０８－０１０６
北九州市小倉北区大手町１１番４号
北九州市若松区片山３－４－５
北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”１階
北九州市ＯＬ協会事務局（浅川方）
北九州市市民活動サポートセンター内
ＴＥＬ／ＦＡＸ０９３－７０１－０９４１
「親子訓練 ミツバチの会」宛
Ｅメールnendo.y@nifty.com
ＦＡＸ０９３－５６２－５３１０
※事前にＦＡＸまたは、はがき・Ｅメールで送付し
Ｅメール mitubati2009@gmail.com
て下さい。
※事前にＦＡＸまたは、はがき・Ｅメールで送付
○主催：特定非営利活動法人北九州レクリエーション協会
して下さい。
（財）北九州市体育協会・北九州市教育委員会
○主催：親子訓練 ミツバチの会

助成金情報
★平成２２年度「長寿・子育て・障害者基金事業」
高齢者や障害者の在宅福祉、生きがい・健康づくり、子育て支援、青少年の非行防止や健全育成、障害者スポー
ツの振興などを行う団体を対象として、助成事業を募集します。
★助成区分：・長寿社会福祉基金 ・高齢者・障害者福祉基金
・子育て支援基金
・障害者スポーツ支援基金
★助成対象：①先駆的活動助成（上限５００万円）
②地域活動助成（上限２００万円）
③地域活動助成モデル事業（上限２００万円）
④政策関連助成（事業内容を勘案して定める）
★募集締切：１０月３１日（土）（当日消印有効）
★問合せ先：①独立行政法人 福祉医療機構 基金事業部
〒１０５ー８４８６ 東京都港区虎ノ門４－３ー１３ 神谷町セントラルプレイス９階
ＴＥＬ０３－３４３８－９９４５・９９４６
http://www.wam.go.jp/wam/
②③助成事業を実施する場所の都道府県又は政令指定都市の社会福祉協議会
④要望書の受付先：事業を所轄する厚生労働省等の所管部局
※より詳しい情報、募集要領は福祉医療機構のＨＰをご覧下さい。

知って納得、ＮＰＯ・ボランティアのあれこれ
Ｑ．ＮＰＯ法とは何ですか？
Ａ．平成 10 年 12 月 1 日から施行された「特定非営利活動促進法」のことを、通称ＮＰＯ法と呼んでいます。
これまで、ボランティア団体や市民活動団体が法人格を取得するためには、社団法人、財団法人、社会福祉
法人などを設立するのが一般的でしたが、基本的財産や資産が必要であったり手続きに時間がかかることな
どから大多数は任意団体として活動せざるを得ませんでした。このため、こうした団体に簡易・迅速な手続
きのもとで広く法人格（ＮＰＯ法人）を付与することにより、その活動を側面から支援する目的で制定され
たのがＮＰＯ法です。
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ＮＰＯ法人の申請・認証状況
２００９年８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市難聴者・中途失聴者協会
（８月２６日認証）
○ＮＰＯ法人ＳＴＥＰ・北九州
（８月２６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８月３１日現在

受理数
【北九州】

認証数

283

不認証数

246

―

全国のＮＰＯ法人の申請・認証状況

★「サポートセンターの日」★
団体の活動を発表してみませんか？

平成１０年１２月１日～平成２１年７月３１日現在

受理数

認証数

不認証数

都道府県

3,6234

34,910

433

【福岡県】

1,310

1,270

1

内閣府

3,274

3,052

126

全国計

39,508

37,962

559

「自分達の活動を知ってほしい」
、
「他の団体と交流して
みたい」などお考えのＮＰＯ団体の方はいらっしゃいま
せんか？
サポートセンターでは、毎月２５日を「サポートセン
ターの日」と定め、
「ＮＰＯ活動発表会」を開催していま
す。発表を希望される団体の方はぜひ当センターまでご
連絡ください。

★団体の登録内容に
変更はありませんか？

○日時：毎月２５日 １８：３０～２０：００
（土・日・祝の場合は繰下げ）
○会場：北九州市市民活動サポートセンター
○内容：１団体（人）につき３０分程度発表。その
後、参加者を交えて意見交換を行います。

当センターでは、ホームページ（キラキラネット）
にＮＰＯ・ボランティア団体の基本情報を掲載し、皆
様に幅広く情報提供を行っています。
つきましては、正確な情報を市民の皆様へお伝えす
るため、現在登録いただいてる団体の皆様へ登録内容
の確認作業を行なっています。連絡先、代表者、活動
内容などの情報に変更がございましたら、当センター
までご連絡ください。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご協力の程よろし
くお願いいたします。

※開催スケジュール等により、ご希望に添えない場合
があります。

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
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】９月２４日（木）・１０月８日（木）
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✍編集後記
夏も終わり、次第に涼しくな
ってきました。先日、サポセン
の帰りに夜空を見上げると月が
とてもきれいにでした。
その美しさを街の明かりが邪
魔をしているように思えて、街
の明かりが全て消えてしまえば
いいのに･･･なんてつい、思って
しまいました。月明かりだけを
たよりに夜を過ごした昔の人は
なんて贅沢に自然を楽しんだこ
とでしょう。
久しぶりに月の模様がウサギ
の餅つきの形に見え、のんびり
と帰路を楽しむことができまし
た。
Ｂｙ．ち～☆

