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：１２０ 平成２４年４月１５日

春に出会って・・・
時は春。何かしら心ときめく季節。そして、また春は別れと出会いが交差する季節でもある。
青春真っ只中での別れと出会いは、それぞれの心に多くの想いを刻み込み、そして、大人にな
っていくものであるが、出会いがあれば、必ず別れというものが訪れる。
「あばたもえくぼ」に心染められて結婚しても、ああしてこうしてああなってしまうと、つい
に「えくぼもあばた」と化し、心凍らせて離婚するかもしれない。
それに、
「隣の芝生と奥さんは綺麗に見える」とか「亭主は元気で留守がいい」なんてことは、
チラッとでも考えたこともないような顔をして、一見素敵風な結婚生活を送ったとしても、
さだまさしが「関白宣言」で
例えばわずか 1 日でもいい
俺より早く逝ってはいけない
と歌ったように、必ず別れというものは訪れるものである。
だから、別れは避けられないものだが問題は、出会いの方である。
会った瞬間「アッツ、この人！！！」と分かるようなハッピイな出会いは、ドラマの世界の出
来事で、現実には、その出会いがどういう結果をもたらすことになるのか、少しも分からない。
だから、出会いをハッピイなものにするには、
「エッツ、この人？」と思えるような疑問符付の
出会いでも、その出会いを大切にする心を持つことが大切ではないかと思われる。すると、その
心が相手に伝わり、かくして「アッツ！！！」という出会いに変わるかもしれない。
ハッピイな出会いというものは、偶然でもなく運命的なものでもない。自分で掴み取るもので
ある。
時は春。出会いの季節である。胸を張って春を奏でる街に出ましょうね。
北九州をうたう会
事務局
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ＮＰＯ活動発表会
☆発表内容☆
「家族の変化と新しい葬送のあり方について」

ＮＰＯ法人

これからの

葬送を考える会九州
理事長

小出

眞理子氏

「ＮＰＯ法人 これからの葬送を考える会九州」は､平成 8 年に発会した「お
墓と生き方を語る会」から、始まりました。平成 13 年「これからの葬送を
考える会九州」に発展し、平成 19 年、ＮＰＯ法人になりました。以後、死
や葬送から広がる様々なテーマで、学習会、講演会を開いています。
現在、日本では､無縁死が年間約３２，０００人と言われています。１人所
帯、核家族が進み､家族だけではお葬式やお墓の問題を担うことが難しくなっ
てきました。そのため、自分や自分の大事な人が納得した最期を迎えられる
ように、また、人の死からはじまる様々な手続きを少しでも円滑に行うこと
を目的に“エンディングノート「人生の店じまい・葬送きくばり帳”
」を平成
12 年に発行しました。
このノートに年金や保険の手続き、親戚の連絡先、又、お葬式のやり方等を
記入することで、自分らしいエンディングを実現する申し送り状となります。
現在第 3 刊を発行し、たくさんの方から支持を得ています。
また、大分県のお寺と共に自分の死後お墓を守ることができなくなった時
の為に、共同の納骨スペースを作りました。宗派も問わず、夫婦、友人など
色々な単位での納骨を可能にして、住職が家族に代わって供養をしていきま
す。
これからは、福祉や医療の現場と一緒に葬送について考えていき、1 人で
も多くの人が自分らしい「終活･･･人生の最終章をより豊かなものにするため
の準備」を進めていくことができるように皆さんと一緒に考えていきたいと
思っています。

☆発表内容☆

「在宅ホスピスについて」

北九州ホスピスの会
医療ソーシャルワーカー
林 利津子氏

「北九州ホスピスの会」は､母体の「在宅ホスピスをすすめる会」から「在宅
ホスピスボランティア講座」を経て、平成 22 年度に立ち上げました。現在は､
約 20 名で、緩和ケア病棟でボランティア活動をしながら、「在宅ホスピスを
語る会」や「在宅ホスピスフェスタ」を開催しています。
これから「北九州ホスピスの会」の中で頑張っていこうとしていることの 1
つに「デイ・ホスピス」があります。
デイ・ホスピスとは､ガンの末期の患者さんの中で、在宅で暮らしている方
たちが､充実した毎日を送ることができるように、皆が集まり、食事をしたり､
お話をしたりコミュニケーションをとりながら過ごしてもらう場所です。現在
は､賛同していただいている医院の 2 階などで行っていますが、他都市の比べ
北九州市では､まだまだ遅れているのが現状です。
「北九州ホスピスの会」では､「在宅ホスピスボランティア講座」を５回シ
リーズで開催しています。少しでも多くの方に参加していただき、北九州の現
状を知ってもらい、勉強していただきたいと思います。
「そして人生の最期をどう過ごすか？自分にとってより良い最期とは？」
を皆さんと考えていきたいと思います。
２

イベント・ボランティア情報
◆◆

◆◆北九州がんを語る会 4 月の例会（有料）
～患者、家族が医療者と普段着でがんを語る～

ピアカウンセリング講演会（無料）

ピアカウンセリングは、障害をもつ仲間同士が話を聞き
合い、お互いに気持ちを分かち合い、本来の力を取り戻
していくものです。今回、ピアカウンセリングの重要性
と有効性をより多くの方に知ってもらうため、障害のな
い方(ご家族、支援者など) も含め、講演会を開催します。

参加者と一緒に がんと死について語り合います。
突然がんに罹った時の心構えや考え方のヒントにして
いただくことを目的として開催します。
会員外の方の参加も自由です。

〇日時：４月２９日（日）１３：００ ～ １６：３０
※受付は１２：３０より行います。
〇会場：ウェルとばた ６階 ＡＢ研修室
（北九州市戸畑区汐井町１番６号）
〇定員：４０名
〇申込締切：４月２３日（月）
〇問合せ先・申込：自立生活センターぶるーむ（後郷）
ＴＥＬ０９３－８８３－５５５０
ＦＡＸ０９３－５８３－３２５７
メール cil-bloom@nifty.com

〇日時：４月２１日（土）１４：００～１６：００
〇会場：西安寺（小倉北区木町２丁目１２－３４）
ＴＥＬ０９３－５６１－５３２０
〇講師：田中七四郎さん（会世話人）
≪演題≫術後１９年を生かされて
～在宅でネンネンコロリがんコロリ
〇参加費：５００円
〇主催：問合せ先：北九州がんを語る会（田中）
ＴＥＬ０９３－５９１－８６９０

◆◆平成２４年度「ＮＰＯ公益活動支援事業」公開プレゼンテーションのお知らせ
この事業に応募された団体によるプレゼンテーションを公開で行います。
ご興味のある方は是非ご参加下さい。
○日時：5 月 11 日（金）１３：３０から 2 時間程度（1 団体 15 分）
〇場所：北九州市立男女共同参画センタームーブ 小セミナールーム

助成金情報
助成金名

ジャンル

助成団体名

締切

平成 24 年度サラリーマン（ウーマン）活動助成

福祉

公益財団法人 大同生命厚生事業団

5／31

平成 24 年度シニアボランティア活動助成

福祉

公益財団法人 大同生命厚生事業団

5／31

２０１２年度第２４回「わかば基金」

福祉

NHK 厚生文化事業団

5／31

平成２４年度老後を豊かにするボランティア活動資金

福祉

（財）みずほ教育福祉財団

5／31

２０１２年度在宅医療助成

福祉

公益財団法人 勇美記念財団

５／31

２０１２年度「財団法人地球市民財団」

国際交流 財団法人 地球市民財団

平成２４年度自然環境保全活動支援事業

環境

北九州市環境局

２０１２年度富士フィルム・グリーンファンド

環境

公益信託 富士フィルム・グリーンファンド

知って納得、ＮＰＯ・ボランティアのあれこれ

環境未来都市推進室

５／15
4／25
５／21

※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。

Q．使わなくなったランドセルを送るボランティア活動があると聞いたのですが、教えてください。
Ａ. 「想い出のランドセルギフト」というボランティア活動があります。今年度は 5 月 18 日までの期間、
春の回収をしています。使われなくなったランドセルをアフガニスタンに寄贈し、子どもたち、
特に教育の機会に恵まれない女の子の就学に役立てる活動です。子どもたちが学校で学び、読
み書きができるようになることで、自分や家族の健康を守る知識や情報を身につけられるよう
になることを目指しています。
【お問合せ先】
国際協力 NGO ジョイセフ（家族計画国際協力財団）
TEL : 03(3268)5875 (代表) お電話受付時間：月～金 10:00～18:00
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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 3 月 31 日現在

全国のＮＰＯ法人の申請・認証状況

受理数

平成１０年１２月１日～平成２４年 2 月 2９日現在

受理数

認証数

【北九州】

不認証数

認証数

285

281

都道府県

43,296

41,500

634

【福岡県】

1,587

1,524

1

内閣府

3,572

3,345

177

特定非営利活動法人 ＨＭ自立支援協会

全国計

46,868

44,845

811

ＮＰＯ法人 情報教育支援研究会

福村繁紀（係長）
趣味 : 料理・お酒
楽しいお酒を飲んで
美味しい料理を食べ
るのが好きです。これ
から覚えないといけ
ないことがたくさん
ありますが、身体に気
をつけながら、皆さん
と一緒に明るく元気
に楽しく頑張りたい
と思います。よろしく
お願いします。

不認証数
―

２０１２年３月に認証された特定非営利活動法人

西宮奈緒美（専門相談員）

福田桃子（スタッフ）

趣味：海外雑貨集め
日本人再考
国際協力や国際交流
に関するイベント・セ
ミナーの支援。日本と
海外を繋ぐ、皆さんに
とって身近な窓口に
なりたいと思います。
西アフリカ・ガーナの
お話もできますよ!

趣味：旅行
I love 3C!!（子ども・
サーカス・カンボジ
ア） 今は｢これはど
こ？｣｢それはなに？｣
と先輩方を質問攻め
する日々。早く仕事を
覚えて、明るく楽しく
がんばっていきたい
と思っています。よろ
しくお願いします。

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
◆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】４月２６日（木）
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（５日）
（２６日）

田中宏児（スタッフ）
趣味：近場の散歩
生活デザイン
はじめまして、５０代
半ばの、ちび・デブ・
白髪・でございます。
現在、動植物のボラン
ティア団体に１０年
所属し運営や管理に
携わり仲間と楽しく
活動しています。よろ
しくお願いします。

✍編集後記
センターの周りも我が家の周
りも、桜が満開です。
お花見と言えば桜です。なぜ
桜でお花見をするかと言うと乙
女チックなピンク色、散り際の
男らしさ、短い間の美しさを感
じるだけではありません。
実は、咲いている時は葉っぱ
がないから美しいことは見てわ
かりますが、もうひとつ桜の花
は、下を向いて咲くのです。
「咲
くほどにこうべを垂れる桜か
な」です。
桜の木の下に座るのは、見上
げてお互いの美しさを確認する
ためです。今年は、桜に勝ちま
したか?
ｂy じろうくん

