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：９９ 平成２２年７月１５日

ボランティアについておもうこと
日々バタバタと過ぎていく業務のなかで、ふと思うことがあります。
「だいたいボランティアセン
ターっち何なん？」。ボランティアセンターの職員としてこんなことが頭をよぎるのはおかしいかも
しれませんが、クイズ番組のファイナルアンサーみたいな確固たる答えがみえないことがあります。
というか、反省すべきことは、窓口に来られた相談者の方にわたしの方が、答えをせかしている
のではないかということです。ボランティアセンターを訪問した、あるいは電話をかけてきたとい
う時点で、「この人はボランティアをしたいんだな。」とこちらで勝手に決めてしまっているのかも
しれません。その方が、わたしの想定内で話が進められるし、準備する資料も大体予想がつくし、
要するに、スタート地点に立つ前に自分が安心したがっているのです。いざ相談者の方と顔を合わ
せながらお話をしていると、身の上話や世間に対する考えや不満というある意味変化球（？）を投
げられて、戸惑う自分がいるのです。
ところが、多様な相談の中でひとつ共通していることに気づきます。
それは、「どこかでつながっていたい。」という想いです。例えば、退職された男性も相談にみえ
ますが、ボランティアの話の奥に、企業などの組織を離れた後も地域や団体など、どこかに属して
いたいという想いが伝わってきます。常に、人は人と交わることで喜びや生きがいを見つけて、
「う
れしい。」とか「ありがとう。」といった、他者とのやり取りを通して自分の存在意義を再確認した
いのかもしれません。
最近は、最初からイキがらずに、大きくひとつ深呼吸をして「今日はどうされましたか？」ぐら
いのやわらかい姿勢で応対するように心がけています。そして何より笑顔！これは大切です。
こんな感じで毎日わたしはウェルとばた３階にいますので、みなさ
んぜひ遊びに来てください。お待ちしています！（ニコッ）

北九州市社会福祉協議会

ボランティア・市民活動センター
西村
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直子

★ＮＰＯ発表会★
命の大切さを伝える活動
～不幸な動物を増やさないために～

アニマルサポート北九州

特定非営利活動法人

永住房江さん

鈴木夏子さん

北九州ノアハウス

犬猫の保護活動を始めたきっかけはある公園に

ノアハウスがＮＰＯ法人の認証を受けたのは平

たくさんの犬や猫が捨てられていて、そこが閉鎖さ

成１６年ですが、活動を始めたのは平成８年で、劣

れると聞いたからです。その子達の里親が決まるま

悪な飼育環境の猫たち約２０匹を保護する為に、施

で、散歩やエサやりくらいなら、自分でも手伝える

設を確保した時からです。その後、“みみくらぶ”

と思い、世話をしました。

という事務所を作り、猫に加えて迷い犬、捨て犬の
保護を本格的に始め、今に至ります。

しかし、当初は里親探しもどうすればいいのかわ
からず、試行錯誤の連続でした。幸い、公園にいた

現在、１００匹近い猫・犬を一時保護し飼育して

犬猫は全て里親が決まり、ホッとしたのもつかの間

います。５年前から、１５０坪の場所を持ち主の好

ですぐに新たな捨て犬や猫が見つかり、また、保護

意で安く借り、限られた予算内でシェルターを運営

し、里親を探すの繰り返しでした。まさに“イタチ

していますが、赤字が続いているのが実情です。
法人ということで、行政からお金が出ていると誤

ごっこ”で、この活動に関われば、関わるほど、無

解している人もいますが、決してそういうことはあ

力感が身にしみました。
そこで根本的に活動の見直しが必要だと感じ、平

りません。財源がないので、すべて皆さんのご寄付

成１７年より、不妊や去勢手術の一部負担助成を行

でまかなっています。ただ、残念なのはその方々が

ったり、飼い主に対しての啓蒙活動にも力を入れま

ほとんど、北九州市外の人だということです。
本来、野生の犬や猫はいません。ほとんどは人間

した。
また、当時の動物管理センター（現、動物愛護セ

が捨てた子たちです。北九州市の施設で殺処分され

ンター）にかけ合って、無料のわんにゃん譲渡会に

る犬猫が相当数いますが、このことに税金をかける

来た子犬・子猫の母親の避妊手術の助成も始め、今

べきではありません。

も続いています。
現在は小倉駅の広場で毎週、（土）・（日）・（祝）
に犬猫の譲渡会をして一匹でも良い飼い主さんに
出会えるよう活動を続けています。
好きで野良になった動物はいません。動物は自分
で繁殖をコントロールできません。すべては人間の
飼い主のモラルに問題があると思います。
特に困るのが中途半端に動物が好きな飼い主の
場合です。なぜなら、本当に好きな人は死ぬまで面
倒を見るし、むやみな繁殖はしません。反対に嫌い
な人は犬猫を飼うことはしないからです。
活動は手出しで経済的には大変ですが、これから
も不幸な動物が一匹でも減るように地道に活動を
していきたいと思っています。

飼い主である人間が最後まで面倒を看るべきで
す。飼い主は意識を変え、捨てることに罪の意識を
持って欲しいと思います。なぜなら、捨てられた子
は処分される運命が待っています。人間にそんな権
利はあるのかと疑問に思えてなりません。
ノアハウスではＨＰで里親情報、寄付のお願い、
ボランティアの募集など様々な情報を発信してい
ます。また、
「ワンにゃん新聞」も４８号を発行し、
ＨＰ上でも公開しています。可愛い画像をたくさ
ん、観ることができます。ぜひ、アクセスして頂き
たいと思います。これからも、人間の命と同じ重さ
の動物の命を救うお手伝いをしていきたいと思い
2

ます。

募 集

◆◆“もっと”生きる力をつける！
１３才のハローワーク ｉｎ北九州
～君の未来に役立てませんか？
就職支援の専門家がプランする職場体験～
○日時：８月１６日（月）１０：００～１６：００
事前研修 ウェルとばた
１７日（火） ９：００～１７：００
職場体験 市内企業
１８日（水）１０：００～１６：００
振り返り 戸畑生涯学習センター
※事前説明会：８月７日（土）
１０：３０～１２：００ウェルとばた
○代表講師：桜井淳子氏（キャリアカウンセラー）
中野裕子氏（キャリアカウンセラー）
○参加費：５００円
○定員：３０名 中学１年～３年生
○申込締切：８月３日（火）
○申込･お問合せ先：子どもの自立サポートネット
ＴＥＬ０９３－６４５－６１４５

助成金情報
★「チャリティプレート助成金」
障害者が通う小規模作業所、自立生活センター、グル
ープホームなどで特に緊急性が明確である団体に、設
備・備品・車両の助成を行う。
☆助成金額：最大５０万円
☆応募締切：８月３１日（火）締切必着
☆特定非営利活動法人
お
日本チャリティプレート協会 総務課 須藤
〒１６６－００１２
東京都杉並区和田１－５－１８ アテナビル２階
ＴＥＬ０３－３３８１－４０７１
ＦＡＸ０３－３３８１－２２８９
http://www.jcpa.net/jcpa/index.htm

◆◆ＮＰＯ法人患者の権利オンブズマン
第１回「市民大学ｉｎ北九州」
安全で安心な医療を目指して、患者・利用者のための
「市民大学」を北九州で初めて開催します。
○日時：８月２２日（日）
１４：００～１６：３０（受付１３：３０～）
○会場：北九州ウェルとばた（北九州市立福祉会館）
８階８３会議室・８４会議室
○講師：下川浩さん（産科・婦人科エンゼル病院医師、
北九州市医師会理事）
池永満さん（ＮＰ０法人患者の権利オンブズマ
ン理事長、弁護士）
○参加費：５００円（資料代含む）
○申込・お問合せ先：
特定非営利活動法人患者の権利オンブズマン
ＴＥＬ０９２－６４３－７５７９
ＦＡＸ０９２－６４３－７５７８
http://genki365.net/gnkk03/pub/sheet.php?i
d=26940

★平成２２年度あしたのまち・くらしづくり活動賞
「地域の“元気活動”募集中！」独自の発想による地域
性豊かな活力に満ちた地域社会づくりに取り組んでいる
優れた活動を顕彰します。
☆助成対象：地域住民が自主的に結成し運営している団
体、または地域活動団体と積極的に連携して地域づく
りに取り組む企業、商店街、学校等で、地域に即した
発想・リーダーシップ・方法などにより、地域づくり、
くらしづくり、ひとづくり活動に２年以上取り組み、
大きな成果をあげて活動している団体
☆助成内容：
内閣総理大臣賞１件
賞状、副賞（２０万円）
内閣官房長官賞１件
賞状、副賞（１０万円）
総務大臣賞１件
賞状、副賞（１０万円）
主催者賞５件程度
賞状、副賞（ ５万円）
振興奨励賞３０件程度 賞状
☆応募締切：８月３１日（火）
☆（財）あしたの日本を創る協会
「あしたのまち・くらしづくり活動賞」係
〒１０１－００２１東京都千代田区外神田１－１－５
ＴＥＬ：０３－３２５１－６６８１
ＦＡＸ：０３－３２５１－６６８２
:http://www.ashita.or.jp/

知って納得、ＮＰＯ・ボランティアのあれこれ
Ｑ．『ボラバイト』という言葉を最近、耳にしたのですが、それはなんですか？
Ａ．「ボランティア」と「アルバイト」の中間といえる労働スタイルについた造語です。
都会の若者が経験したことのない仕事を経験することや、地方の人たちとふれあうことを目的としています。
農家での農繁期、宿泊施設でのハイシーズンなど、 地方で人手を必要としている時期にお手伝いに伺って、
一緒に働き、コミュニケーションを図ります。 期間は日帰り～長期までさまざまです。 「経験したことが
ない仕事にチャレンジできる」ことが特徴です。もちろん、 ボラバイトはお金が一番の目的ではありません。
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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

２０１０年６月に認証された特定非営利活動法人

平成１０年１２月１日～平成２２年５月 3１日現在

受理数

認証数

不認証数

都道府県

38,299

36,936

477

【福岡県】

1,386

1,353

1

内閣府

3,381

3,176

145

全国計

41,680

40,112

622

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６月 3０日現在

受理数
【北九州】

297

認証数
254

○特定非営利活動法人
ふくおか視覚障害者雇用開発推進センター
（6 月 2 日認証）
○ＮＰＯ法人あこーど

（６月１１日認証）

○特定非営利活動法人
北九州市住宅リフォーム促進協議会
（６月１１日認証）

不認証数
―

結果報告
ＮＰＯ協働提案モデル事業につきましては、４
月６日から４月３０日までの期間で募集を行った
結果、１４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２８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４団体の事
業をＮＰＯ協働提案モデル事業として採択しまし
た。

○事業名：親子でじゃれっこ・かけっこ教室
・実施団体：特定非営利活動法人ＬＡＣ
○事業名：こども★くらしまるごと体験宿
・実施団体：ＫＩＤ’Ｓ Ｗｏｒｋ（きっずわーく）
○事業名：13 歳のハローワークｉｎ北九州
・実施団体：子どもの自立サポートネット
○事業名：北九州ナイトツアー事業
・実施団体：特定非営利活動法人
北九州青年みらい塾

くわしくは下記ＨＰをご覧下さい。
http://www2.kid.ne.jp/v-net/kyoudou/2010-NPOkyodoteiannmoderujigyo.pdf

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】７月２９日（木）、８月１２日（木）
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✍編集後記
家のガスオーブンが壊れてもう３
年が経とうとしています。備え付け
タイプなので、取り替えるとなると
ガス周りは全て交換となり、かなり
の高額。母は『まだ、他が壊れてい
ないから…』と先延ばしにしていた
のですが、先日グリルまでもが壊れ
てしまいました。そこで登場したの
が七輪。なんともアナログな道具の
ようですが、魚はスモークしたよう
な深い味わいになり、肉は余分な脂
が落ちて美味しい！家族みんなでは
まっています。我が家に新しいオー
ブンがやってくるのは、当分先のよ
うです･･･
ｂｙポ

