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：１１１ 平成２３年７月１５日

Everyday, 自立生活♪
『神 7』言えますか？
「前田敦子、大島優子、高橋みなみ、板野友美……」
「板野友美は今回入らなかったんですよ。」
「え゛！マジで！？」
「けど、なかなかやるじゃないですか！俺も最近、姪に教わりましたよ……」ってな会話をですね、朝
の介助の合間に、介助者と交わしたりするわけです。
そんな僕らはアラフォーです。おなじ質問を二十歳の介助者にすると、オレ、あんまり興味ないんで、
と前置きしつつも、十人以上の名前をスラスラと上げるんですが、もはや、正解かどうかもわかりませ
ん。ああ、ＡＫＢ48 の話です。
最近は若者に人気の国民的アイドルとして、やたらとメディアで取り沙汰されていますけど、アレ、
仕掛けてるのはオッサンですよね。オッサンがメディアを使って上手に煽って、あたかも若者の熱狂的
な支持を得ているように演出してます。なので、僕みたいな興味のないオッサンでも何となく名前くら
いは憶えちゃいますね。
ん？そうなると、人気は本物に変わるんですかねぇ？ＫＡＲＡ、少女時代なんかの韓流ブームもＣＤ
等の版権を持つテレビ局が、売るために、作り出してるとか。先日も空港に集まった外国人タレントの
ファンが、じつはアルバイトだったことがネットによってバレちゃって笑えるんですが、ま、どうでも
いいですね。ただ、『まずは知られてナンボ』的な話題作りの手法は見習うべきところもあるのかなと。
私はいま自立生活センターで、障害者スタッフとして働いています。センターでの活動は、どんなに
重度の障害があっても、地域で主体的に暮らしていけるように社会（みんなの意識）を変えていくこと
です。
もちろん、こうした社会の実現には制度や法律などインフラ整備が欠かせないわけだけど、インフラ
だって作るのは“人”なので、みんなの意識が変わらないと社会も変わりません。そう考えれば、自立
生活の素晴らしさも、まずは知られてナンボ！？
話題作りにミニスカートでもはいて踊りますか。違うか。(笑)
NPO 法人

自立生活センター ぶるーむ
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事務局長

ゴゴウノリフミ

NPO 活動発表会～子育て支援と居場所づくりから
☆発表内容☆
「小学生の体験を支援」
ＫＩＤ’ｓ ｗｏｒｋ（きっずわーく）は、小学生の体験活動を応援する
団体です。
生活が便利になると、身体を使った直接的な体験が減少してきます。子
どもたちが様々な体験を通して多くのことを学び、感じていくことで、
感性・社会性・創造性を育んでもらいたいと願って始めました。
（活動の紹介）
★「馬島開拓団」は、１泊２日で島のいいところをみんなで発見して
まわります。
★「わくわくワーク！」では、小倉南区での活動を中心にハイキング
や農作業、料理など季節を感じるプログラムを行います。
ＫＩＤ’ｓ ｗｏｒｋ
★「くらしまるごと体験宿」は、平成２２年度北九州市ＮＰＯ協働提
代表 大久保 大助さん
案モデル事業に採択されました。同じ小学校でグループを組んで合
宿しながら、あえて「不便」な生活プログラムを実体験して、暮らしの「当たり前」を見直します。
★「こども匠塾」では、
「のこ」や「かなづち」を使って作業をしながら実際に家作りをします。
★「きっずわーくキャンプ」は、４泊５日の馬島自然体験キャンプです。自分たちで自炊しながら、日頃体
験できないことを学んでいきます。
他にもいろいろ活動していますが、子ども達が将来、
「自分達でしっかりと考え、行動できる人」になって
ほしいと願っています。

☆発表内容☆
「居場所づくり、ネットワークづくり」
近年、少子化と核家族化が進み、子育てはますます大変で難しくな
ってきています。
また、住環境もマンションや団地などに住む家庭が増え、密室育児
に陥り、親が親として成長しにくい現状があります。
そんな中、問題解決の糸口になればと、長年、ホテルで飲食業をし
ていた経験を生かして、コミュニティ・レストランの経営を始めまし
た。加えて、フリースペースを利用して、様々なイベントや講座を開
催しています。
ここに来れば、日頃の子育ての息抜きができ、同じ立場の親同士が、
情報交換をすることが出来ます。
さらに私も地域、行政、親、子育てネットワークをつなぐ橋渡しが
コミュニティ・レストラン
できます。
「ＰＩＫＯ ・ ＰＯＫＯ」
これまで試行錯誤をしながら地域コミュニティの拠点として、人材
代表 宮村 貴幸さん
養成や生活支援、自立支援等を行ってきました。
平成１３年１１月からこの活動を始め、今年で１０年になります。想いとは別に、経営の上では利益を
生まず大変な現状ですが、誰かに必要とされるかぎり、続けていきたいと思っています。

２

ボランティア募集
◆◆国立病院機構小倉医療センター
病院ボランティア募集

◆◆サイクルツアー北九州２０１１
ボランティア募集

１８歳以上の心身共に健康で、当院のボランティア活
動の心得を理解し、責任ある行動がとれる方を常時募
集しています。

全国から集まる１，０００人の選手の皆さんに楽しく、
安全に参加していただくため、大会運営に協力を！
〇活動日時：１０月２日（日）
時間は場所・内容により、個別に相談
〇活動場所：市内一円
（スタートとゴールは勝山公園大芝生広場）
〇内容：コースの誘導やエイドポイント（休息所）での
選手のおもてなし 等
〇募集締切：９月上旬
〇オリエンテーリング（説明会）：９月中旬予定
〇主催・問合せ先：サイクルツアー
北九州実行委員会
（特定非営利活動法人
タウンモービルネットワーク北九州内）
ＴＥＬ ０９３－５３１－２４２４

○活動日時：８：３０～１７：００頃までの数時間
（土曜・日曜祝日除く）
※曜日・時間は希望により設定します。
○申込方法：下記までご連絡下さい。
採用は面接により決定いたします。
○問合せ先：国立病院機構小倉医療センター
管理課庶務係
月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００
〒８０２－８５３３北九州市小倉南区春ケ丘１０－１
ＴＥＬ ０９３－９２１－８８８１
ＦＡＸ ０９３－９２２－５０７２
http://www.kokura-hp.jp/

助成金・賞情報
支援情報タイトル

支援分野

チャリティープレート助成

主催
特定非営利活動法人
プレート協会

福祉

締切
日本チャリティ

８／３１

エイブル・アート・ジャパン「エイブル・
アート・アワード」～展覧会支援の部～

福祉
文化・芸術

エイブル・アート・ジャパン

８／３１

赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動
サポート募金」助成 （３次～６次）

災害

社会福祉法人 中央共同募金会

７月末～
順次

第８回「One by One こども基金ＮＰＯ
奨励賞」

子ども

日本アムウェイ

８／３１

公益財団法人日本女性学習財団

９／３０

日本女性学習財団賞
財団法人伊藤忠記念財団 平成 23 年度こ
ども文庫助成「子ども文庫功労賞」

男女
共同参画
こども

財団法人

伊藤忠記念財団

１０／３１

※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．「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案（ＮＰＯ法改正案）
」が可決・成立しました。
それはどのような内容ですか。
Ａ．今回の改正の主な点は、次のとおりです。
１、活動分野が３分野追加され、１７分野から２０分野に拡充されました。
２、都道府県だけでなく指定都市でも認証事務を行うようになります。認証制度そのものの柔軟化、簡
素化も図られます。
３、寄付に対して税制優遇を受けられる「認定ＮＰＯ法人」は基準ＰＳＴ（パブリックサポートラスタ）
が「３千円以上の寄付をした人が１００人以上」へ緩和されるなど、認定要件が拡大されました。
また、認定機関も国税庁から都道府県および指定都市に移管されます。
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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
平成１０年１２月１日～平成２３年５月３１日現在

申請受理数
（含む申請中）

☆ＮＰＯ公益活動支援事業☆
北九州ＬＤ親の会「すばる」
笑っちゃらん会
堀川再生の会・五平太
学園＆地域交流ネットワーク
ＮＰＯ法人北九州レクリエーション協会

認証数
（現在数）

40,886

39,399

【福岡県】

1,489

1,440

内閣府

3,563

3,342

全国計

44,449

42,741

都道府県

☆☆☆平成２３年度ＮＰＯ公益活動支援事業及び
ＮＰＯ協働提案モデル事業の採択団体☆☆☆

☆ＮＰＯ協働提案モデル事業☆
青い地球の会ブルーアース
チャイルドライン北九州
長野あそび場実行委員会
ヒッポファミリークラブ北九州
ＮＰＯ北九州タウンツーリズム
ＮＰＯ法人創を考える会・北九州

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２３年６月３０日現在
受理数
認証数
(認証数＋現在申請中) （現在数）

270

【北九州】

定例会特集

268

北九州ＥＳＤ協議会（４５回）

「ESD って何？」とよく聞かれますが、ESD は Education for Sustainable Development の頭文字を
とったもので、日本語では「持続可能な開発のための教育」を意味します。世界の人々や将来世代、または環
境との関係性の中で生きていることを認識し、よりよい社会作りに参画するための力を育む教育です。
2006 年 9 月に北九州 ESD 協議会は市民団体、NPO、企業、行政、教育機関など 44 団体からなる任意
団体として発足し、現在では 69 団体、そして昨年からは個人会員も設け、ESD 活動に参画する人を広く募
っています。
北九州ＥＳＤ活動では、問題を感じる、問題について考え分析する、問題解決のために行動する、多様な価
値観を認める、知識や経験を共有する、行動を広げつながっていく、このようなことができる人を世代を問わ
ず育てることを目指しています。
組織体制は役員会、運営員会を主な決定機関として、活動現場レベルでは 4 つのプロジェクト【地域ネッ
トプロジェクト（４５回）、調査・研究プロジェクト（４１回）、広報プロジェクト（２３回）
、ユースプロジ
ェクト（８回）】を設け、各団体会員はいずれかに所属し活動を行っており、それぞれ、ほぼ毎月定例会を行
っています。
（定例会詳細については、次回へつづく）

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。
◆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２８日（木）・８月１１日・２５日（木）
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✍編集後記
暑中お見舞い申し上げます。
暑い夏がやってきました。今年
は「節電の夏」。ということで我
が家も狭いベランダでゴーヤの
「緑のカーテン」を始めました。
１ヶ月余りで背丈もぐんぐん伸
び、今は、黄色のかわいい花を沢
山咲かせています。実際に部屋の
気温が下がったかどうかわかり
ませんが、確かに日差しを遮り、
見るだけでもなんとなく涼しく
感じられます。
また、今年は、昔ながらのすだ
れ、よしず、団扇なども節電グッ
ズとして脚光を浴びているよう
ですね。節電！といっても熱中症
に気をつけて元気に夏を乗り切
りたいものです。By おーちゃん

