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：１１９ 平成２４年３月１５日

私らしさで・・・元気に生きる
人生５０年と思っていた私が……６０すぎました。
おまけの人生、１０年も生きてきたのに、この１０年の速かったこと、速かったこと。「成る様にし
かならない。」と成り行き任せに生きてきた私が、ここにきて「こうする為には、まず、これから始め
て―」と段取りを考え、周囲が納得できる様に目配り、気配りしながら進めてゆく。少々時間はかかる
けど、それがちっとも苦にならない。思うに「成る様に成る」だったのです。
若い時から、こうしていれば、もっと違った人生だったかもしれないのに、今は無理なくそれができ
る。だから毎日を力いっぱい楽しんで生きてゆける。次から次へと、やりたい事のアイデアが広がって、
１日２４時間じゃとても時間が足りない。
手話と向き合ってから、日本語の意味の深さや、やさしさに気がつきました。なにげなく使う言葉の
端々に、その人の心の想い、叫びを聞いた気がして涙する事が多くなった。以前なら素通りしてしまう
感情もひとつひとつ拾い上げ、喜んだり、悲しんだり。不思議な事に、嬉しくっても、じんわり涙がで
てくるし、辛いだろうな？と思うだけで泣けてくる。泣いたあとは、気持ちが浄化されてすっきりし、
心がホッコリしています。
イベントに出かける度に、ステキな御縁をいただいて「又、会える日を楽しみにー」と笑顔でさよな
らできます。毎回、元気のキャッチボールをしています。
小さな小さな楽しい事をひとつずつ積み上げての今日、この頃。それが嬉しくて、北九州から出た事
のなかった私が、今じゃ新幹線に乗り飛行機に乗り、声がかかる所、どこへでも出かけ、「生きてるっ
て楽しい!」を実感しながら、大満足で帰って来ます。
この気持ちが、明日への活力になります。
さあ、今日も心のスイッチ“ON”にしてあらたな御縁をいただきに Ｌｅｔ．Ｇｏ！
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北九州

三浦眞紀子

◆◆世界を知る！見る！サポセンの日◆◆
～食から考える私たちの日常と未来～
私たちの日常である「食」。実はこの「食」から、多くのことを学ぶことが
できます。今回は食育ワークショップを通して、持続可能な地球の未来につ
いて考えました。
◆ワークショップ 『ハンバーガーができるまで』
ハンバーガー屋さんになって、材料を仕入れに行く買い物ゲームでは、環
境問題や社会問題について、楽しみながら学ぶことが出来ました。
◆販売者の立場から
販売者の立場になると、利益率を上げるために材料には安い外国産を選ぶ傾
向がみられました。国産の材料は原価率が高く、商品代を高くしなければなら
ないからです。日本の食料の多くは外国から輸入されています。
◆「フードマイレージ」を知ろう！
フードマイレージとは「輸送する食料の重さ×距離」であり、その数値が高
い商品ほど、食料を運ぶときに排出される二酸化炭素の量が多いことを表して
います。つまり、環境負荷が大きい食品ということです。私たちが日頃口にす
る食べ物は、手元に届くまでどれだけの道のりを旅してきたのでしょうか。
フードマイレージを比較する資料から、フードマイレージが増え続け
ている原因と問題点を話し合いました。
◆環境と経済のバランス、どうとる？
生産地
自然環境

生産者 量 CM
被雇用者 味

北九州ＥＳＤ協議会
後藤 加奈子氏

缶詰のラベルから
産地がわかります。
「あら？この缶詰、
全部タイ産だね。」

見た目…

価格

環境
JICA 九州
国際協力推進員
橋口 恵利子氏

5，6 人の班になって、話し
合い、最後に代表して一人に
発表してもらいました。

◆消費者の立場では？
次に消費者の立場となって“どのような点に着目して商品を選択す
るか？”という問いに対しそれぞれの意見を述べました。その結果、
地産地消の安全な食品や環境に配慮した商品を好む安全・環境優先派
と、安くて量も多ければ良いという考えの量・価格優先派に分かれま
した。人それぞれに価値の基準は違いますが､買う前に環境と経済の関
係を少し考えてみることの大切さを学びました。
◆まとめ
ファーストフード店の盛況ぶりを見ると、「安さ」は販売者にも消費者にも大きな魅力のようですが、フ
ードマイレージを考えると、それだけでいいのかという疑問も湧きます。また、こうして輸入した食品を、
食べ残しや賞味期限切れで大量に捨てている現状もあります。環境と経済の両立という世界規模での難しい
課題を体験型ワークショップやお話によって、自分の身に引き寄せて考える有意義な時間となりました。
２

イベント・ボランティア情報

◆レディスもじ 25 周年開館記念講演会
｢生きていくあなたへのメッセージ｣
～災害と女性について～

◆響ホールアウトリーチ事業
貴船市民センターリニューアル記念
Sweet コンサート
素晴らしいプロの生演奏！入場無料です。

女性たちの視点にたった支援や活動、さまざまな問題に
ついて講演していただきます。
○日時：4 月 7 日（土）11：00～12：00
○出演：トリオ EM2、松田まき子さん（ヴァイオリン）、 一般市民どなたでも参加ＯＫ。入場無料です。
上野美科さん（ヴィオラ）、
○日時：4 月 15 日（日） 13:30～15:00
永野栄子さん（ピアノ）
○講師：残間 里江子氏（ざんま りえこ）
○会場：貴船市民センター（小倉北区白銀 1―5―8）
（評論家・コメンテーター）
○定員：１００名
○定員：２００名
○申込・問合せ先：貴船市民センター
TEＬ093－921－2606
※託児あります。
（１歳以上就学前まで。要予約。）
○会場：レディスもじ
（北九州市立東部勤労婦人センター）
北九州市門司区下馬寄６番８号
○申込・問合せ先：レディスもじ
TEL 093－371－4649

助成金・賞情報
助成金名

ジャンル

平 成 ２ ４ 年度 離 島 人 材育 成 基 金 助成 事 業
「知的支援型事業」

まちづくり

団体名
財団法人

日本離島センター

締切
随時

ゆめ風基金

福祉

特定非営利活動法人 ゆめ風基金

随時

テックスープ（TechSoup)～ソフトウェア
寄贈プログラム

情報

特定非営利活動法人 日本ＮＰＯセン
ター

随時

LUSH チャリティバンク助成

災害

２０１２年

全労済地域貢献助成事業

LUSH チャリティバンク

こども・環境

全労済

平成２４年度
財団法人カメイ社会教育振興財団助成

文化・芸術

財団法人

子育て家庭支援団体に対する助成活動

子ども

社団法人

随時
４／３

カメイ社会教育振興財団

生命保険教会

４／１５
４／２７

※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．定款とは何ですか。
Ａ. 定款とは、法人の組織や運営についての根本的な規則を書面にしたものです。いわば、団体内部の憲法の働
きを持つものと言えます。
定款には、団体の目的、名称、住所、事業の種類、会員の種類、役員その他の機関の種類や権限、業務執
行の方法などを書くことになります。
法人格を持たない市民団体やグループの場合は、定款を規則とか規約と呼んでいることもあります。
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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２４年２月２９日現在
申請受理数
認証数
（現在数）
(含む申請中)

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１月３１日現在

申請受理数
（含む申請中）
都道府県

認証数
（現在数）

４３，０８８

４１，２２９

【福岡県】

１，５７４

１，５０８

内閣府

３，５６９

３，３４７

全国計

４６，６５７

４４，５７６

【北九州】

２８２

２７９

２０１２年２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 KID’s work
（１７日）
特定非営利活動法人境界紛争防止協会
（１７日）
ＮＰＯ法人あゆみの森共同保育園
（２０日）
特定非営利活動法人北九州若者文化会議 （２０日）

平成２４年４月１日から、北九州市だけに事務所を置くＮＰＯ法人の所轄庁が、福岡県から北九州
市に変わります。
これにより、平成２４年４月１日以降の、事業報告書の提出、定款変更などの申請・届出、認定
ＮＰＯ法人に関する相談などは、北九州市で受けることになりますので、ご注意ください。
北九州市だけに事務所を置く予定のＮＰＯ法人の認証の相談や申請も、同様です。
これらの受付や相談などは、北九州市市民活動サポートセンターで行います。
北九州市市民活動サポートセンター
小倉北区大手町１１番４号

北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”１階

電話（０９３）５６２－５３０９

ＦＡＸ（０９３）５６２－５３１０

なお、認証や認定の相談は、皆様をお待たせしないため予約制となっておりますので、事前に電話
などでお申込ください。
※ 北九州市以外にも事務所がある場合は、主たる事務所の所在地の都道府県が所轄庁と
なりますので、ご注意ください。

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】３月２９日（木）、４月２６日（木）
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✍編集後記
誰もが忘れることのできない
３月１１日から１年が経ちまし
た。仕事柄、多くの団体の被災
地支援活動や震災をテーマにし
た講座、また個人で災害ボラン
ティアをされる方に関わらせて
頂く中で、
「自分にできることを
できるだけ」と懸命に活動され
ている姿を見て、感銘を受ける
一方で、何もできていない自分
に歯がゆさを覚えました。
１年経った今もその気持ちは
消えませんが、自分にできるこ
となど無いと決め付けるのでは
なく、まずはできることを探す
ことから始めてみようと思いま
す。遅いですけど、一歩ずつ東
北に近づいていけたらいいな。
ｂｙポショ

