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：９４ 平成２２年２月１５日

「我が家の猫事情」
この冬、我が家に猫が３匹やってきた。寅猫一匹と黒猫２匹、全て雌猫である。
我が家の周辺は、車の通れない狭隘道路や階段が多く散歩が大変なため天敵の犬も割りと少ない。まさ
に猫天国である。したがって、愛の季節になると毎晩のように夜が騒がしい。
そこで、猫避けのため犬を飼うことを提案したが、散歩の問題もあり家族に猛反対を受けて却下。それ
では、よく来る野良猫を捕まえて去勢・避妊手術をしようと試みたものの、こちらの心を読み取れるのか
警戒して寄ってこない。餌で誘き出しても奪い取って、とっとと逃げる。
昔から、犬は一度餌を貰えば恩義を感じ、猫はそれくらいでは恩と思わないなどと言われており、他の
例えも同様に猫は薄情だというものが多い。
こうしたことから、私個人は犬派で忠犬ハチ公に涙する（アメリカ版ハチ公がこの前放映されていた）
年代である。またバリバリの体育会系のため、忠実な犬の姿勢がなんとも愛おしく感じるのである。
しかしながら、飼い始めてみると犬と違い散歩の心配もなく、トイレも教えなくとも勝手に砂場で済ま
し、全く手がかからない。また、最近寒いためゴロゴロ言いながら寄ってくる。それはそれなりに可愛い
ものである。強いて言えば私が餌を持っている以外は呼んでも来ない。さすがに薄情である。
ただ、これも年男の私にとって、この年に寅猫がやってきた（おまけが２匹いるが…）ことは何かの縁
と思い、また４月から娘が下宿することもあり、新たに３匹娘ができたと思い親ばか（猫ばか）している
今日この頃である。
久しぶりに動物を飼うことになったが、動物は本当に癒してくれる存在であるとつくづく感じている。
特定非営利活動法人
北九州スポーツクラブＡＣＥ
上村 英樹
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★

ＮＰＯ活動発表会

★

～自然を愛する仲間と汗を流しています！～

特定非営利活動法人
長野美し村計画実行委員会
事務局 角 壽子さん

北九州グリーンヘルパーの会
代表幹事 溝口 次男さん
北九州グリーンヘルパーの会は、ＮＰＯ法人緑の

長野美し村計画実行委員会は、小倉南区上長野町

まちづくり交流協会が主催する「グリーンヘルパー

内会の壮年会と婦人部会によって構成された長野四

ボランティア養成講座」の修了者を中心に平成１６

季の里の会会員が発起人となって設立され、平成１

年９月に組織されたボランティア団体です。
「未来に

８年１０月に法人の認証を受けました。

美しい豊かな自然を残し育てる」ことを目的として、

現在は、北九州市建設局公園管理課の委託を受け

自然保護・環境保全のボランティア活動を行ってい

て、長野緑地公園で、農業体験教室や花畑整備など

ます。

を行っています。

主に合馬フィールドの竹林整備と「菜の花プロジ

隔週日曜日に実施している野菜作り教室では、

ェクト」を中心として、筍掘り・竹炭作り、平尾台

ナス、トマト、キュウリ、ピーマン、カボチャ、サ

などの地域の森林整備への参加、自然観察の他、北

トイモ、ゴボウ、ニンジン、ダイコン、コマツナ、

九州全域で竹を利用した出前教室や研修会など多彩

ハクサイ、シュンギク、タカナ、ブロッコリー、ジ

な事業を行っています。

ャガイモ、タマネギなどいろいろの野菜をつくって

平成１９年度から始めた
「菜の花プロジェクト」モ

います。畑で収穫した野菜を使って、蕎麦打ち、漬

デル事業は、小倉南区徳吉

け物作りも行います。

南で取り組んでいます。こ

野菜作り教室のほかに

れは北九州市が推進する循

農業体験教室として、サ

環型社会を目指す環境学習

ツマイモを植えるコース

活動の一環で、種から苗作りを行い、菜の花を栽培

と、水田でもち米を植え

して、搾油し、食用油として利用した後、廃油を回

るコースがあります。

収します。回収した廃油はバイオディーゼル燃料な

今年度も市内からたくさんの方たちが参加してく

どにリサイクルし、再利用するという資源循環型の
システムです。今年、３回目を実施します。土地の

ださいました。野菜作り教室・農業体験教室の参加

改良や人手不足など課題がたくさんありますが、１

費は原則として無料です。食事会のときなどは材料

００ｋｇの菜種の収穫を目指してすでに始動しまし

費を実費徴収します。

た。

公園内では、中学生以上のボランティアを募集し

今後の活動としては、若い人の入会を促進し、会

て、花畑の整備や植栽を行っています。栄養が少な

員数を増やして、子どもたちを対象とした「竹細

い土地のため土作りが大変ですが、季節ごとにヒマ

工・出前教室」の拡大と菜の花プロジェクトへの一

ワリやコスモス、シバザクラなどの花畑を作ってい

般市民参加の普及を行っていきたいと思います。

ます。ぜひ、一度、長野緑地に遊びに来て下さい。
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イベント情報
◆やわらかカフェ ひな祭りレディスカフェ
（女性限定フリースペース）
「フリースペース やわらかカフェ」はどなたでも参
加ができ、そこに集まったご縁のあった人同士で、話
をしたり、ゲームをしたりして、
ほっとしたひと時を過ごせる場所
です。

◆
子育てフェスタ 親業ミニ講座
◆しか
「子育て」楽しんでますか？
いきいきと子育てを楽しめる親になるための
コミュニケーション講座
毎日のお子さんとの関わりの中で実践できる子育
てのヒントがつまったお話をします。
○日時：２月２６日（金）１１：００～１２：３０
○会場：北九州市立子育てふれあい交流プラザ
ミーティングルーム（大）
小倉駅北口、ＡＩＭビル３階
○講師：親業訓練インストラクター
香月 ゆかり さん
○参加費：無料
○定員：２０名
○主催：北九州親業の会
○問合せ：茂山裕子 ０９０－７３８１－４５７６

○日時：３月４日（木）１３：００～１６：００
○場所：ひきこもり地域支援センター
ウェルとばた ２階
○会費：５００円（飲み物・お菓子つき）
○主催：ＮＰＯ法人ＳＴＥＰ・北九州
ＴＥＬ０９３－８７３－３１３２
※当日は男性禁制です。引率の男性も入室できません
ので、ご注意下さい。

助成金情報
★平成２２年度
TaKaRa ハーモニストファンド助成事業

★第８回「ドコモ市民活動団体助成」
「子どもを守る」という視点から「子どもの育成」
のために活動している団体に支援。

日本の緑を構成する森林、木竹等の陸域,、または海、
湖沼、河川等の水域の自然環境(水生生物の生態把握
等も含む）に関する実践的な研究・活動に助成。
※過去に TaKaRa ハーモニストファンドの助成を
受けていない団体に限ります。

★対象団体：日本国内に活動拠点を有する民間の非
営利活動団体で法人格を有し、活動実績年数が２
年以上である団体等
★助成総額：２，５００万円予定、一件当り
５０万円を標準、上限２００万円
★締め切り：３月３１日（水）必着
★ＮＰＯ法人モバイル・コミュニケーション・
ファンド（ドコモＭＣＦ）
〒１０７－００５２ 東京都港区赤坂２－４－５
国際赤坂ビル１９階
ＴＥＬ０３－５５４５－７７１１
ＦＡＸ０３－５５４５－７７２２
Ｅメール info@mcfund.or.jp
http://www.mcfund.or.jp/

★助成総額：５００万円程度(助成件数は１０件程度）
★締め切り：３月末日（必着）
★〒６００－８００６
京都市下京区四条高倉東入立売中之町８４
みずほ信託銀行株式会社 京都支店 営業第２課
公益信託 TaKaRa ハーモニストファンド事務局
担当：明上、岡田
ＴＥＬ０７５－２１１－６２３１
ＦＡＸ０７５－２１２－４９１５
http://www.takarashuzo.co.jp/environment/
※詳細は必ずホームページでご確認ください。

知って納得、ＮＰＯ・ボランティアのあれこれ
Ｑ．協働ってこの頃、良く耳にするけど何ですか？
Ａ．「対等の立場」で「協力して共に働く」ことです 。
ＮＰＯの協働の相手としては、行政や企業などがありますが、これらとの協働は、それぞれの立場や違いを
理解し、尊重しあうことから始まります。ＮＰＯは自律性や自立性を保ちながら対等な立場で関わることで
す。協働は、それぞれが単独で行うよりも、協力して取り組んだほうがよりうまくいくと考えたときになさ
れるもので、その方法は一つではなく、互いの持ち味を活かせる、様々な協働のあり方を模索することが望
まれます。
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ＮＰＯ法人の申請・認証状況
全国の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２1 年１２月３１日現在

受理数

認証数

平成１０年１２月１日～平成２２年１月３１日現在

不認証数

受理数

認証数

不認証数

37,373

35,905

452

【福岡県】

1353

1,310

1

内閣府

3,329

3,092

134

２０１０年１月に認証された特定非営利活動法人

全国計

40,702

38,997

586

○ＮＰＯ法人

都道府県

地域魅力を高める
「地域ブランド」戦略
自治体を活性化した
１６の事例

289

【北九州】

ＮＰＯは公共サー
ビスを担えるか
次の１０年への課
題と戦略

ワンステップ

249

―

（1 月 4 日認証）

ＮＰＯを考える

ＮＰＯ！？なんのため だれ
のため 「ＮＰＯとまちづく
り」現場からの本音トーク

市民社会の創造とボ
ランティアコーディ
ネーション
ボランティアコーデ
ィネーション力検定
公式テキスト

新しい本が仲間入りしました！

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”１階
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
日曜日・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２５日（木）、3 月１１日（木）
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✍編集後記
夜 9 時過ぎに犬の散歩に行き
ます。その頃、上空には北九州
空港に戻ってくる沖縄便が南東
の方角（我が家から見たら福智
山方面）からこちらに向かって
やってきます。毎日、それが時
間も方角も微妙に違っているの
で、ゲーム感覚で楽しんでいま
す。でも、今年のゴールデンウ
ィーク明けにはそれが出来なく
なってしまいそうです。某航空
会社の系列企業による運航だか
ら、仕方ありませんが、また 1
つ私の中にあった密かな楽しみ
がなくなると同時に地元空港か
らの沖縄便撤退という一抹の寂
しさを感じずにはいられない今
日この頃です。
ｂｙ パックン

