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：９８ 平成２２年６月１５日

初めてのアメリカ切り絵展

４月にロサンゼルス郊外のギャラリーで切り絵の個展を行った。私の初の海外個展であり、おそ
らく現地で切り絵を紹介されるのも初めてのことであったと思う。それというのも切り絵というも
のをいくら説明しても最初はまったく理解されなかったからだ。
「絵はペンや筆で描くもの」という固定観念が定着している土地柄、私の作品のコピーを見せて
も「ペン画？」と聞かれ、実物をみせてやっとわかってもらえる次第。それでも手で切ったのでは
なく、レーザーか機械で仕上げたものと勘違いする人も少なくなかった。正直どのような反応かあ
るか心配だった。時期早尚だったと。
現地到着から個展当日まで時間の余裕があったので、会場のマネージャーや新聞社と打合せを重
ね、入念に準備をして当日を迎えた。私はアメリカの短大で学び、卒業したので、初の海外個展で
はあるが、気持ちとしては「里帰り展」という思いが強かった。友達の協力もあり、オープニング
には１００人以上の来館者があった。新しい出会いがあり、旧友との再会もあった。作品展示のみ
ならず、実演・体験の３本柱で作品に触れ、自分たちで作品を作ってもらうことで切り絵とはどう
いうものかをわかってもらったような気がした。
思いのほか好評で、また作品展を開いてほしいと多くの人からいわれた。また体験教室では初め
てとは思えないほど器用にカッターを扱って作品を仕上げた参加者が多く、完成した時のにっこり
した顔が忘れられなかった。言葉の壁・考え方の違いなどを
痛感することも多々あったが、アートはそんな壁を越えてく
れる大切なコミュニケーションでもあることがわかった。

切り絵作家・講師

1

小菅

績憲（こすげ

のりかず）

★ＮＰＯ発表会★
子育て・親育ち
～人間として成長するために～

北九州親業の会
寺岡砂千子さん

さとこの日記広場
鍬塚聰子さん
以前、中学生の塾講師をしていた時、文章を書く

北九州親業の会は、１９８７年６月に設立された
「親業」を実践するための自主学習グループです。

ことが苦手という子が多く、好きになるにはどうす

「親業」という名前から、親の役割とか子育てのイ

れば良いかと考えました。それには小さいときから

メージをもたれますが、実は、親子の絆を深めるコ

書くことは楽しいという体験が必要だと気づき、

ミュニケーション・トレーニング・プログラムです。

「さとこの日記広場」という家庭塾を１６年前から
始めました。

「聞き方」「話し方」を少し変えることで、周り

日記は子どもが絵を描き、親が文を書きます。文

の人との関係が率直で温かいものになり、お互いの

と言っても、この絵はこう言うときに描きましたと

自立や成長につながります。
親業は１９６２年、アメリカの臨床心理学者トマ

いう説明でもいいし、今日は子どもはこんなでした

ス・ゴードン博士により子育てに悩む親を援助する

というレポートでもいいのです。そのことで対話も

活動として始まりました。カウンセリング、発達心

生まれ、文を書くことは楽しいと思うようになりま

理学、教育学など行動科学の研究成果を基に、効果

す。
週に一回の日記広場では、文を書くための材料を

的なコミュニケーションスキルを誰にでもわかる

集めます。
「小学一年になったらあの木に登れるね」

具体的な方法として伝えました。
理解と共感が深まる聞き方（聞く）、
“私”を主語

とか「山桃の実はどうしたらとれるのかな」とか子

にした率直な自己表現（話す）、民主的・平和的で

どもに投げかけます。心が動けば文章は後から書け

双方が納得し、どちらも負けない問題解決の方法

るので、心が動くような活動をたくさんします。
現在は「すぐできることがいい」という価値観が

（対立を解く）を実践することで、人と人との心に

子どもにも刷り込まれています。が、ここでは「待

愛の架け橋を築くことを目指しています。
本音で話し合える関係は、ありのままの自分でい

つ」ということをプログラムに入れ、「時間をかけ

られる環境を広げ、ひとり一人が大切な存在として

てすることは楽しい」ということを体験してもらい

尊重されることは、自己肯定感・自己受容を高め、

ます。
例えば、母の日のプレゼントは、近所の方から無

生きる力を育てます。人と関わることが楽しくなり

農薬のレモンを頂き、ベランダのアロエと一緒に薄

ます。
現在、会員は女性３２名で、インストラクターを

切りにし、ホワイトリカーを入れて２月ごろから準

招いての勉強会や語り合いの会、また「親業」を多

備を始めます。３ヶ月ぐらい経つと化粧水として使

くの方に知ってもらう機会として、誰でも参加でき

えるようになるので、濾してガラス瓶につめ、ラッ

る講演会やワークショップを開いています。

ピングしてプレゼントします。

広めあ

このような日記広場の様子をニュースレターに

う」ですが、もっと「親業」を知

して皆さんに読んでいただいて、５５７号になりま

ってもらい、若い方や男性にも参

した。今後も子どもたちの未来に目を向け、活動を

加していただきたいと思ってい

続けていきたいと思っています。

会のモットーは「学びあう

支えあう

ます。
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募 集
◆◆ＮＰＯ法人スキルアップサービス
◆しか
２２年度パソコン公開講座
○日時：５月２２日～平成２３年２月２６日（土）
１３：００～１７：００
１講座８時間（午後４時間×２日）
※日程の詳細はお問合せください。
○場所：ＡＩＭ６階テレワークセンター
（小倉駅北口西日本総合展示場隣接）
○受講料：各講座 1 日講座２,０００円、2 日講座
３,８００円 別途資料代必要
○定員：各講座先着２５名（要申込）
○問合せ：ＮＰＯ法人スキルアップサービス（荒木）
ＴＥＬ ０７０－６４６２－０３８５
http://genki365.net/gnkk03/pub/sh
eet.php?id=26520

◆◆女性のための護身術
自分で守るこころとからだ～心構えから実践まで～
危険回避の手段のひとつとして、カナダで開発された
Wen-Do（ウエンドウ）を学びます。
○日時：７月１１日（日）１３：００～１６：４０
○場所：北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”
５階大セミナールーム
○申込：６月１０日（木）から先着順
○定員：１部／１４０名・２部／２０名
○対象者：１部／関心のある方はどなたでも
２部／女性のみ（松葉杖・車椅子の方もＯＫ）
○参加費：１部／２００円・２部／８００円
○問合せ：特定非営利活動法人女性ヘルプネットワーク
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０９３－５４１－５８０５
Ｅメール jd3rm9@bma.biglobe.ne.jp
http://www7b.biglobe.ne.jp/~whnetwor
k/ind ex.html

助成金情報
★２０１０年度

日野自動車グリーンファンド

自然環境保全活動への助成を行います。
☆事業対象
1) 都市並びにその周辺住民の生活上の潤いに
資する緑化
2) 都市並びにその周辺に残された自然環境の保全
3) 自然環境保全に資する調査研究
4) 自然教育、自然保護思想の普及、
お自然環境保全に資する啓発等
☆事業総額：７５０万円程度（予定）
☆締切：７月３１日（土）当日消印有効
☆助成申込先：
財団法人日野自動車グリーンファンド事務局
〒191-8660 東京都日野市日野台３－１－１
ＴＥＬ ０４２－５８６－５３６９
ＦＡＸ ０４２－５８６－５２２２
http://www.hino-global.com/j/csr/greenfun
d/promotion.html

★「第７回

パートナーシップ大賞」

ＮＰＯと企業のパートナーシップを確立し活性化する
ことにより、新しい市民社会・新しい公共の実現に寄
与することを目的に、社会に多様なインパクトを与え
た特色ある「ＮＰＯと企業の協働事業」を募集します。
☆パートナーシップ大賞グランプリ：
ＮＰＯに記念盾と副賞３０万円
企業には記念盾を贈呈
☆パートナーシップ賞：
ＮＰＯに記念盾と副賞１０万円
企業には記念盾を贈呈
☆応募締切：７月３１日（土）（必着）
☆特定非営利活動法人
パートナーシップ・サポートセンター
「パートナーシップ大賞募集係」
〒464－0067 名古屋市千種区池下１－１１－２１
ファースト池下ビル 4 階
ＴＥＬ ０５２－７６２－０４０１
ＦＡＸ ０５２－７６２－０４０７
Ｅメール info@psc.or.jp
http://www.psc.or.jp

知って納得、ＮＰＯ・ボランティアのあれこれ
Ｑ．ＮＰＯ・ボランティアのメンバーで市民活動のための会議をしたいのですが、
みんなが集まれる広いスペースがありません。どうしたらよいですか？
Ａ．北九州市市民活動サポートセンターでは、市民の方々のためにミーティングルーム・フリースペースを開放
しています。市民活動に関することでしたら、どなたでもご利用可能です。但し、予約されている方が優先
となります（３ヶ月前から予約可能）。
是非当センターをご利用ください。
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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

県の出張相談・申請受付のお知らせ

平成１０年１２月１日～平成２２年４月 3０日現在

受理数

認証数

不認証数

都道府県

38,118

36,737

472

【福岡県】

1,385

1,351

1

内閣府

3,373

3,156

144

全国計

41,491

39,893

616

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２２年５月 3１日現在

受理数
【北九州】

認証数

294

251

不認証数
―

結果報告
平成２２年度ＮＰＯ公益活動支援事業につきま
しては、４月１日から４月２０日までの期間で募
集を行った結果、１０団体から応募がありました。
５月１４日に書類選考による第一次審査を行
い、５月１９日に応募団体のプレゼンテーション
による第二次審査を行った結果、右記６団体の事
業を平成２２年度ＮＰＯ公益活動支援事業として
採択しました。
くわしくは下記ＨＰをご覧下さい。
http://genki365.net/gnkk03/pub/sheet.ph
p?id=26840

ＮＰＯ法人の認証について、福岡県の担当課（社会
活動推進課）職員が月に２回北九州に出張し、申請
書類に関する相談・受付を行っています。
○日時：毎月第１週と第３週の木曜日
１０：００～１２：００
１３：００～１６：００
○会場：北九州市市民活動サポートセンター
○問合せ・予約先：
福岡県新社会推進部社会活動推進課
ＴＥＬ０９２－６３１－４４１１
※相談日前日までに電話予約が必要です。
（１日５団体まで）

○事業名：東アジアの未来をひらく
第１回多文化共生キャンプ in 北九州
・実施団体：特定非営利活動法人
多文化共生センター北九州
○事業名：多文化親子塾
・実施団体：特定非営利活動法人
次世代支援ＧＬＯＣＡＬＮＥＴ
○事業名：障害者と地域の架け橋交流事業
・実施団体：学園＆地域交流ネットワーク
○事業名：朝市でまちづくりモデル事業
・実施団体：ＮＰＯ法人北九州国際自然大学校
○事業名：枝光本町商店街アイアンシアターを
拠点とした演劇公演の実施
・実施団体：北九州お手軽劇場
○事業名：子育て支援者（ボランティア）養成講座
・実施団体：高齢社会をよくする北九州女性の会

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（最大３時間）
◆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】６月２４日（木）
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✍編集後記
新緑の美しい日光に行ってき
ました。今年、日光山輪王寺大猷
院では家光公３６０年御遠忌と
世界遺産登録１０周年を迎え、記
念として「家光公の御尊像」が御
開帳されていました。
日光東照宮では「平成の大修
理」が行われ、先人たちの建築に
対する知恵と技術力の高さを強
く感じました。「鳴き竜」の神秘
的な音色に心が安らぎ、いつか見
たいと思っていた念願の「三猿」
の８枚の絵で綴られる猿の一生
を目にしたときは感動でした。
霧降高原、秘湯・湯西川温泉、
華厳の滝と今回は前回に比べて
日光をとてものんびりと満喫で
きたので大満足の旅でした♪
ｂｙ ち～☆

