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：１０３ 平成２２年１１月１５日

「アイドル嵐に学ぶ」
自閉症の息子はウルトラマンとディズニーリゾートと嵐が好きです。
「ＴＥＡＣＣH プログラム勉強会」の会員の要望で「日本自閉症協会北九州市親の会（現：北九
州市自閉症協会）」が設立した頃、私は息子を抱えての日々と活動運営で疲れきっていました。そ
んなカラカラの心に嵐の歌が響いてきたのです。
一緒に聴いていた息子が最初に好きになった曲は、
「♪君のために僕がいる」でした。
〈がんばる
さ

負けないのさ 明日のために今日がある/君のために

僕がいる〉わが家への応援歌！？まわ

らない口で息子が歌います。
「♪感謝カンゲキ雨嵐」では、
〈Smile Again ありがとう 泣きながら生まれてきた僕たちはた
ぶんピンチに強い/君がいて/うれしいよ〉 涙とともに心がうるおってきました。
嵐のコンサートで感じるのは「感謝」と「楽しもう！幸せになろう」というメッセージです。会
場はプラスのエネルギーに満ち溢れています。これは一種のパワースポット？世の中が良い方向に
動かせそうな湧き方です。嵐と観客とスタッフどれが欠けても成立しない空間、完成度の高い一体
感のあるコンサート。影の努力たるや・・と思わされます。
嵐を見ていると自然と笑顔になりあたたかい気持ちになり、今や大人気なのがわかります。「み
んな幸せになろう」というコンセプト、そのために「自分たちがどうすれば、みんなに届くのか。
そうなれるのか」を考えているグループ。誰かのために今自分が何ができるのか、彼らの姿勢から
学ぶことが多いです。

北九州市自閉症協会 事務局
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伊野 和子

シブヤから学ぶ新しいまちづくりのカタチ
～市民総参加によるまちづくり～

講師プロフィール

「生涯学習」
「まちづくり」を目的にしたＮＰＯ法人シブヤ大学の学長、
左京泰明氏を講師にお迎えし、第９回ＮＰＯ講演会が満員御礼の中、開催
されました。
【講演会 内容の抜粋】
２００６年 9 月にＮＰＯ法人シブヤ大学を設立してから、今年で 5 年
目を迎えます。大学を卒業し、社会に出る時点で「自分のやりたいことは
何か？」と考えたら、シンプルに“人の役に立つような仕事をしたい”と
思いました。海外に興味があり、ビジネスで結果を出すことで自分を納得
させたくて、住友商事の経理部に入りましたが、その間も「何を自分はや
りたいのか」ということは常に考えていたように思います。
その後、ＮＰＯにはマイクロファイナンスなど社会貢献活動とビジネス
がドッキングして成功した事例があることを知り、自分もそのような仕事
がしたいと思い、ＮＰＯ活動に専念しました。
“まちづくり”という言葉がありますが、庭作りと同じで植物にストレ
スを与えるのではなく、本来の力を引き出せるようなＮＰＯを作りたいと
思い、
「シブヤ大学」を立ち上げました。

１９７９年生まれ。福岡北九
州出身。早稲田大学卒業後、
住友商事株式会社に入社。
２００５年に退社後、特定非
営利活動法人グリーンバード
を経て、２００６年 9 月、特
定非営利活動法人シブヤ大学
を設立、現在に至る。著書に
『シブヤ大学の教科書』
（シブ
ヤ大学＝編 講談社）
、
『働かな
いひと。
』
（弘文堂）がある。
【シブヤ大学とは】
渋谷という街全体をあたかもキャンパスのように
見立てて、さまざまな生涯学習事業を行っています。
誰でも先生、生徒になれます。街にある、あらゆる資
源を活用し、参加者と一緒に作っていきます。何をす
るにもゼロからのスタートでは大変なので、ＮＰＯだ
けでなく、企業や行政の成功事例を積極的に取り入れ
ました。
「シブヤ」のいいところ、
「大学」のいいとこ
ろを取り入れることが私たちのコンセプトです。
運営メンバーも大学生からお母さんまで、みんなバ
ラバラです。授業ではプロジェクトリーダーと、ボラ
ンティアの運営スタッフがいます。話し合って決める
プロセスを大事にしつつ、成果を出すことに重きを置
いています。様々な人がいて多様な関り方があります
が、それぞれの主体性を生かし、無理を押し付けない
ことをモットーに、これからも学びから広がる街のコ
ミュニティを目指します。

【シブヤ大学が行っていること】
☆公開講座 毎月１０講座ほどあり、３年間で、のべ
１６，０００人の参加がありました。若い女性層が多
いので、もっと世代の幅を広げたいと思います。
☆ゼミ・サークル 講師によるゼミや、学生の皆さん
による自発的なサークル活動をしています。
☆隣人祭り 廃校になった学校のグランドで街に住
む人、働く人が世代を超えて交流しました。
☆街の先輩 魅力的な人の働き方を見たり、聞いた
り、共に仕事をすることで街にいい働き方をする人が
増えることを目指します。
☆学生特典のお店 街の素敵な店に頼んで、学生にサ
ービスを提供してもらっています。
☆姉妹校 全国に 7 校あり、シブヤのモデルを参考
に地域の独自性を活かして作るプロジェクトが進ん
でいます。
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◆◆ボランティア募集中

イベント･ボランティア情報
◆◆第１３回北九州市手話フェスティバル
アナウンサーの加賀美幸子氏をお迎えして、「こころ
を動かす言葉」と題して記念講演会を開催します。
アトラクションでサイレント・ムービー「ありときり
ぎりす」を上映します。

１９８８年以来続けてきた北九州でのホームレス
支援活動は、ボランティアの皆さんの働きによって支
えられてきました。今も多くのホームレスたちが路上
からの脱出を求めて支援を待っています。ぜひ、ボラ
ンティア活動にご参加ください。
○「拠点炊き出し」ボランティア
○「お弁当炊き出し」ボランティア
○パトロールボランティア
○その他のボランティア

○日時：１２月５日（日）１３：３０～１６：３０
（開場１３：００）
○会場：北九州芸術劇場 大ホール
※会員大募集！
○入場料：大人 ２，０００円／当日券２，５００円
※カンパをお送りください！
小人（高校生まで）
１，５００円／当日券１，８００円
○物資・問合せ先：
親子（大人１名と小学生まで１名）
特定非営利活動法人北九州ホームレス支援機構
３，０００円／当日券３，５００円
〒８０５－００１５
※チケットのお買い求めは下記事務局まで
北九州市八幡東区荒生田２－１－３２
○定員：１０００名
ＴＥＬ０９３－６５３－０７７９
※全員にクリスマスプレゼントあり
○問合せ先：特定非営利活動法人
北九州市聴覚障害者協会事務局
ＴＥＬ＆ＦＡＸ０９３－８８１－０１１４

助成金情報
支援情報タイトル

平成２３年度
花博記念協会助成事業
平成２２年度 社会福祉助成事業
ヤマト福祉財団
平成２３年度「障がい者福祉助成金」
財団法人 日本国際協力財団
国際協力ＮＰＯ助成
平成２３年度
「ヨネックススポーツ振興財団助成金」

支援分野

主催

文化
科学技術

財団法人
国際花と緑の博覧会記念協会

11/24
12/15

福祉

財団法人日本社会福祉弘済会
財団法人 ヤマト福祉財団

国際協力

財団法人 日本国際協力財団

12/17

スポーツ

財団法人
ヨネックススポーツ振興財団
セブン－イレブン記念財団

12/31

セブン－イレブン記念財団公募助成
財団法人 日立環境財団「環境賞」

環境

財団法人 日立環境財団「環境ＮＰＯ助成」

締切

12/31

11/30

財団法人日立環境財団

H23/１/21

財団法人日立環境財団

H23/１/21

※詳細は当センターのホームページに掲載しております。
また、当センターの助成金コーナー（ラック）には紙ベースでの情報を設置しております。

知って納得、ＮＰＯ・ボランティアのあれこれ
Ｑ．最近よく耳にするソーシャルビジネスってなんですか？
Ａ．
環境・地域活性化・少子高齢化・福祉・生涯教育など社会的課題への取り組みを、継続的な事業活動として
進めていくこと。地域の自立的発展、雇用創出につながる活動として有望視されています。
低利融資を通じて貧困層の自立を支援、ノーベル平和賞を授与されたグラミン銀行が典型例です。
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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２２年１０月 3０日現在

全国のＮＰＯ法人の申請・認証状況
平成１０年１２月１日～平成２２年９月 3０日現在

申請受理数
（含む申請中）

認証数
（現在数）

39,239

37,723

【福岡県】

1,431

1,388

内閣府

3,461

3,224

全国計

42,700

40,947

都道府県

受理数
(認証数＋現在申請中)

認証数
（現在数）

264

258

【北九州】

※北九州市のＮＰＯ法人の申請・認証状況欄の受理
数には、解散・撤回・転出数は含まれません。
２０１０年１０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海洋保全研究会
（10 月 6 日）

法人の確定申告書・減免申請書提出のご案内

忘れずに！！

★事業年度終了後２ヶ月以内に北九州市税条例第３９条の規定により「法人の確定申告書」を提出してい
ただくことになります。なお、収益事業を行わない場合には、均等割について減免措置があります。
１.事業年度終了後２ヶ月以内に提出する書類
・法人の確定申告書
・法人の市民税減免申告書（減免申請を行う場合）
２.減免申請にあたっての留意点
・減免申請書の提出が、事業年度終了後２ヶ月を過ぎると減免が認められないことがあります。
・減免申請を行う場合でも、法人の確定申告書をご記入の上、併せてご提出下さい。
・収益事業を行っていれば、利益が生じなくても、減免の対象にはなりません。
【提出先】〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号
北九州市役所 東部市税事務所 法人税務課 法人市民税担当
ＴＥＬ：０９３－５８２－２８２１ ※ご丌明な点は、ご連絡下さい。

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】１１月２５日（木）
・12 月 23 日（木）
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✍編集後記
大学四年間を過ごし今では第二の
故郷のようになっている高知県。
「龍
馬ブームで大変なことになっちゅう
で…」と聞きました。これも某人気
歌手さんの影響でしょうか。
。。
高校を卒業して高知に行き、何より
困ったことは言葉とお酒の文化でし
た。
「ざんじ」
「おらんく」
「いごっそ
う」まるで時代劇の一幕にタイムス
リップしたような土佐弁。何とか解
読はできますが、ネイティブ並に喋
ることは一生丌可能でしょう。すぐ
よそ者と見破られてしまいます。お
酒もしかり。土佐の女性を称して「は
ちきん」といいますが、男性四人分
という意味。お酒の強さも芯の強さ
も男性に負けない彼女達に私も鍛え
られました。雄大な自然と底抜けに
明るい県民性。今もなお、私を魅了
して止まない土地です。Ｂｙポショ

