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：１１４ 平成２３年１１月１５日

「結婚」のススメ
韓流ドラマにはまっている。今までいわゆるドラマというものをほとんど見たこともなく、韓
流にも全く興味のなかった僕が、韓流ドラマにはまっている。また、五穀米を食べるようにもな
った。今までは、白米しか食べていなかったのに、である。双方ともきっかけは嫁さんである。
結婚は、今までの自分に変化をもたらす。それは、目に見える習慣から目に見えない価値観や
考え方までさまざまなものに生じる。当たり前のことだが、独身時代に好き勝手にしていたこと
は結婚したらできなくなる。反面、妻や子どもと一緒に暮らし、家族という考え方が新たな価値
観が生まれてくる…。
ＮＰＯ、行政でも最近は「協働」がキーワードである。僕は、結婚と協働は似ているな～と思
う。
協働【結婚】のはじめは、まずお互いを知るところから始まる。相手の行動原理や優先順位、
価値観の違いなどを知り、そこから事業【子ども】を共に育て上げていく。事業を行う【子ども
を育てる】過程においては、行政【夫？妻？】とＮＰＯ【妻？夫？】の性格や長所を出し合いな
がら、さまざまな協力関係を結んでいく。そしてこのときに、お互いが価値観を共有することで、
新たな価値観や志（こころざし）が生まれてくる。単独で行っていた事業【独身時代の悪癖】
（ひ
とりよがり・保守性など）から脱し、協働事業【家族】としての価値観（公共性・柔軟性など）
を身につけていく。そして次第に、共に事業【子ども】を育て上げたという感覚になっていくの
だと思っている。
事業の種類、課題、行政、ＮＰＯの状況などによって、協働【結婚】の在り方はさまざまに変
化する。対等な関係もよし。亭主関白もよし。カカア天下もよし。要は、事業【子ども】がしっ
かりと育つ環境を作ることが大切だと思っている。
僕も「ダメおやじ」と言われないよう、独身時代の悪癖を正し、脱いだ靴下をきちんと洗濯か
ごに入れるところから始めようと思う。
KID’s work
大久保 大助
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子育て・ボランティア団体同士の
情報交換システム作り
☆発表内容☆「九州工業大学西野研究室が運営するＳＮＳ」
ＳＮＳとは、インターネットを使ったコミュニケーションツールの一つ
で、Ｓ（ソーシャル）Ｎ（ネットワーキング）Ｓ（サービス）略語です。
定義としては、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型
の会員制のサービスといえます。Ｆａｃｅ

Ｂｏｏｋ（フェイス

ブック）

やＭｉｘｙ（ミクシー）なども同じ形態のものです。
九工大では、４年前に高齢者や子育ての支援に役立てようとサーバーを
立ち上げました。一昨年より情報交換の場としての役割を広げようと思い、
また、ボランティア団体の連絡用としても使用できると考え、現在、利用団体を募集しています。管理や運
営は基本的に学生がやりますので、使用料はかかりません。ＳＮＳは仲間内でのサービスに限定され、外部
の人からその中をのぞかれることがないので、安心して使えます。興味のある方は是非、ご連絡下さい。
連絡先：九州工業大学 情報工学部電子情報工学科４回生
各団体
（荒木）araki@smile.kyutech.ac.jp
九州工業大学
ＳＮＳ

北九州市の情報
子育て・ボランティア

情報

子育て・ボランティア団体

情報の活用

各団体

センターの情報

サーバーの管理・運営

各団体

☆発表内容☆「情報セキュリティとスキルアップサービスの活動」
特定非営利活動法人スキルアップサービスはボランティア精神に基
づき、パソコンを通しての地域に密着した社会貢献を目的に設立し、
今年、４月に活動１０周年を迎えました。
主な活動内容は、市民向けのパソコン講座の指導です。会員の現役
引退後の活動の場作りにもなっています。
独自のパソコン講座を通年で開く他に、小学校の授業に出向いて、
パソコン指導の補助をしたり、市民センターのパソコンクラブの指導
や職業訓練のためのパソコン指導などをしています。
また、ＮＰＯ法人イーパーツとの共催でリユースパソコンの寄贈プログラムを実施し、北九州市内を拠
点として活動している団体にたいへん喜ばれました。
近年は、パソコンのセキュリティ対策の重要性を伝えることに力を入れていま
す。SPREAD（セキュリティ対策推進協議会）のサポーターとして、地域の
協働団体に属する形で登録しています。SPREAD ではサポーター養成講座と
検定試験を全国各地で実施しています。みなさんが安全・安心してパソコンが
使えるようお手伝いをしていきたいと考えています。
２

イベント・ボランティア情報
◆◆グラス・ルーツ設立１５周年記念事業
音楽の旅と調べ

◆◆仙台広域圏ＥＳＤ・ＲＣＥ
～北九州ＥＳＤ・ＲＣＥをつなぐ
東日本大震災復興支援チャリティーコンサート
被災地の１日も早い復興を願って、
ロンドン・アンサンブルによるチャリ
ティーコンサートを開催します。
公演の前に、震災の状況や現状を
小金澤孝昭氏（宮城教育大学教授）に講
演していただきます。
○日時：１２月１２日（月）
１８：００～（１７：３０開場）
○会場：北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”
２階 ホール
○チケット：一般３，０００円（当日４，０００円）
学生２，０００円（当日３，０００円）
※全席自由
○申込・問合せ先：北九州ＥＳＤ協議会
ＴＥＬ０９３－６６１－２１３３
ＦＡＸ０９３－６７１－７７８２

助成金・賞情報
２０１２年度

助成金名

防災教育チャレンジプラン

第３６回正力松太郎賞
財団法人日本国際協力財団
平成２４年度 国際協力ＮＰＯ助成
公益財団法人野村財団
助成制度（美術・音楽部門）
平成２4 年度
「ヨネックススポーツ振興財団助成金」

クラシック音楽がもたらす無上の喜びを伝えたい！！
○日時：１２月１７日（土）１４：００
（開場１３：３０）
○会場：北九州市立響ホール
○チケット：１，０００円 ※全席自由
【第１部】 音楽の決定的瞬間
～スライドトークショー～
音楽写真家の第一人者木之下晃
だけが知るマエストロの魅力！
【第２部】 室内楽の魅力
～オーボエの真髄～
オーボエ：若尾圭介
ピアノ：宮武きみえ
○申込・問合せ先：
グラス・ルーツ（北九州音楽ボランティアの会）
ＴＥＬ０８０－１５４２－４８６３

ジャンル

団体名

締切

災害

防災教育チャレンジプラン実行委員会

１２／１２

財団法人全国青少年教化協議会

１２／１５

国際協力

財団法人日本国際協力財団

１２／１６

芸術
文化
スポーツ

公益財団法人野村財団

１２／２０

財団法人ヨネックススポーツ振興財団

１２／３１

財団法人日本社会福祉弘済会

１２／１５

公益財団法人ヤマト福祉財団

１２／３１

ＮＰＯ法人地域精神保健福祉機構

１２／３１

こども

財団法人日本社会福祉弘済会
福祉助成事業「公募による研修や研究」
公益財団法人ヤマト福祉財団
平成２４年度助成事業

福祉

第８回精神障害者自立支援活動賞(リリー賞)

※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．特定非営利活動法人の認証が取り消されるのはどのような場合ですか。
Ａ．所轄庁が特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことは、特定非営利活動法人の法人格を剥奪し、解散さ
せることとなるものです。このため法第４３条の以下の場合に限定されており、慎重な手続きが求められています。
①改善命令に違反した場合であって、かつ、他の方法によって監督の目的を達することができない場合
②３年以上にわたって事業報告書等の提出を行わない場合
なお、極めて例外的な場合ですが、法令違反の場合であって、改善命令をかけていては事態の収拾等が間に合わな
い場合に限り、改善命令を経ることなく設立認証を取り消すことができるとされています。また、平成 23 年４月
からは､設立や合併の認証があった日から、６ヶ月経過しても設立の登記をしないときも､取消の対象となります。
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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９月３０日現在

申請受理数
（含む申請中）
都道府県

認証数
（現在数）

４１,８７０

４０,２６８

【福岡県】

１,５２８

１,４８０

内閣府

３,５９４

３,３６３

全国計

４５,４６４

４３,６３１

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１０月３１日現在
申請受理数
認証数
（現在数）
(含む申請中)
￥

【北九州】

２７１

２６９

◆◆平成２３年度 協働力向上セミナー（無料）
相手のことを知らずに、協働はできません。地域・行
政・企業のそれぞれについて、知っておきたいポイン
トをお教えします。
○日時：１２月６日、２０１２年１月１７日、
１月２４日※いずれも火曜日１９：００～２１：００
○会場：北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”
５階小セミナールーム
○テーマ：
・１２月６日「他者のことを理解しよう～地域編～」
（特活）いしかわ市民活動ネットワーキングセンター
副代表理事・事務局長 青海 康男氏
・１月１７日「他者のことを理解しよう～行政編～」
・１月２４日「他者のことを理解しよう～企業編～」
（特活）日本ＮＰＯセンター
理事・事務局長 田尻 佳史氏
○問合せ先：
（特活）ふくおかＮＰＯセンター
ＴＥＬ０９２-７５１－６０４２
ＦＡＸ０９２-７５１－６０４３
ｉnfo@npo-an.com
http://www.np-an.com

市民活動サポートセンターをご利用いただいている皆様へ

平成２３年１１月１日から、施設利用の一部へ団体登録制度を導入いたしました。
北九州市は、市を挙げて暴力団の排除に取り組んでいます。平成２２年７月１日には『北九州市暴力団排
除条例』が施行され、一層の排除強化に取り組んでいるところですが、このたび市民活動サポートセンター
におきましても、施設利用の一部へ団体登録制度を導入いたしました。
具体的には、ロッカー、ミーティングルーム、印刷機の使用に際して、団体登録を条件とさせていただき
ます。また、団体登録時、代表者の方などが暴力団や暴力団員との関わりのないことを確認させていただく
ため、申請書に「氏名」
、「ふりがな」、「生年月日」、「性別」をご記入いただくことになります。
なおご記入いただいた個人情報は、必要に応じて、関係する官公庁へ照会する場合のみ使用いたします。
皆様に安心して、また安全に施設をご利用いただくための取り組みですので、趣旨をご理解いただき、ご
協力くださいますようお願い申し上げます。詳しくは、サポートセンターにお尋ね下さい。

北九州市市民活動サポートセンター
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】 11 月 24 日（木）・12 月 22 日（木）
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✍編集後記
フラダンスを始めました。断
乳したからか、産後の運動不足
が原因なのか、なんだか下腹が
気になってきたので（＞＜）軽
く運動がしたいな～と思って
いた矢先のママ友からのお誘
いでした。福島のフラガールの
優雅さに憧れ、飛びついたので
すが、甘かったです･･･常に中
腰で手足が別の動きという複
雑さ。何より難しいのがその滑
らかな動き。懸命に先生を真似
ていた時に窓に写る自分を見
て愕然としました。カックン手
首にへっぴり腰のぎこちない
動き。フラガールへの道はまだ
まだ遠いようです。ｂy ポショ

