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：１３１ 平成２５年１月１５日

あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
サッと
コツコツと
ザッと

（スタッフ）
神野譲嗣

今年度の目標！
どんなことが
あっても常に前を
向いて全力で取り
組んでいきたい。
（専門相談員）
田中良幸

心を動かすこと
生きる力になる
スポーツを目指
します！

相談スペースを
作りたい

（専門相談員）
内田満

（専門相談員）
早川みどり

早寝早起き。
毎日ヨガをして
健康的に暮らす。

（スタッフ）
安東章子

羽が生えて
きました。
今年は飛べるかも
・・・？！
（スタッフ）
田中宏児

健康第一！
家内安全！
身土不二！

（スタッフ）
坪根真澄

市制５０周年
益々自慢できる
北九州市に
なってほしい
私も一層胸を張って
生きていたいです。
（専門相談員）
須保絹江

子どもの
イナ○レゲームに
勝って、今年こそ､
新たな世界に
旅立ちます。
（スタッフ）
宇津崎徹也

リコーダーと共に
１人でも多くの人と
つながってさらに
自分を表現する。
自分らしく！
（専門相談員）
笛田千裕

アフリカを
忘れない。
日本人の DNA を
取り戻す！！
（JICA 国際協力
推進員 北九州）
西宮奈緒美
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みんな元気に
楽しく！！

（スタッフ）
福村繁紀

前に！
もう一歩前に！！

（専門相談員）
大久保大助

無
（スタッフ）
三森康弘
向学心と
脂肪を
燃やす。
燃やし尽くす！！
（スタッフ）
福田桃子

東日本と
東ティモールに
想いをつなげる
一年を目指します
（専門相談員）
服部祐充子

色んなことに
興味を持って、
知恵をつけて
いきたいと
思います。
（スタッフ）
稲生幸子

健康が一番
元気に笑顔で過ごせ
ますように！

（スタッフ）
花本靖子

北九州市市民活動サポートセンターでは、皆様の様々な相談に、８人の専門相談員が曜日毎に交代で対応
しています。その専門相談員に昨年一年間の感想とこれからご自身どのように進みたいか、お話していただ
きました。
皆さんにお聞きしました。
北九州市とは、どんなところ？
●程よいまち、ほどよい田舎。お手軽な都市。
●近場に海と山があり自然が豊か。
●洗練されてなくごちゃごちゃ感がよい。
●政令都市として福祉はトップクラス。
●人情豊かで住みやすい。お金の掛からないまち。
●今は、工場都市から環境産業へ転換。など
内田さん（ファシリテーター）：
昨年は、壁にあたる度に乗り越える力
が湧きあがった。

内 田
早 川
須 保
大久保
田 中
服 部
笛 田

早川さん：昨年は、カウンセ
ラーとしての方向性が見え
てきた。

内 田
早 川
須 保
大久保
田 中
服 部
笛 田

今年は、こんなことがしたい！

服部さん： 昨年は、嫌なことで
も勉強をしてみた。子どもを見る
と未来が見えた。

総合型スポーツクラブや体育指導員のシンポジウムを、地域が受け皿になり活動を広げたい。
「うつ」等の方の社会復帰の支援をしたい。
障害福祉の実体験を基にモラルの大切さを伝えたいので、出前講師などの道を見つけていきたい。
子どもの教育活動にみんなが関わる。そのために希望を持って切り開いていきたい。
去年よりも今年、今年よりも来年と、医療・介護の知識はもちろん、人としても成長していきたい。
子どもたちの想像力を大事にして、子どもの「なぜ？」に答えられる大人になりたい。
一般の方に障害者用の設備や環境を理解してもらい、マナーの大切さを伝えていきたい。

大久保さん：昨年は、ＮＰＯ
法人となり若者支援、市との
協働事業を始めた。

笛田さん： 昨年は、いじ
め・引きこもりについて経験
を生かして理解に努めた。

須保さん： 昨年は福祉関係
の出前講師の勉強を始めた。

体を動かすことだけが運動ではない。心のスポーツもある。
常に自分らしくあることで全力が出せる。
今年のメッセージは？
人に喜ばれる存在。地球に選ばれる人になる。
努力なくして棚ぼたなし。棚の下にいる努力が大事。
自己研鑽を積み重ねて、どんな時も前を向いて進みたい。
出会いは夢の始まり。今の出会いが５年後１０年後に繋がる。
つまずいても道はある。リコーダーに乗せて元気を伝える。
田中さん： 昨年は、介護の
現場で地に足をつけ頑張っ
た。

サポセン専門相談員
内田

満（特定非営利活動法人 スポーツウエイヴ）

須保絹江（北九州障害福祉ボランティア協会 他）

早川みどり（特定非営利活動法人 たんぽぽの家）
大久保大助（特定非営利活動法人 KID’s

田中良幸（特定非営利活動法人 グループホームやまびこ）服部祐充子（地球交遊クラブ他）
笛田千裕（リコーダー・アース・ブリッジ）

西宮奈緒美（ＪＩＣＡ 九州）

2

work）

イベント・ボランティア情報
◆◆ホット学びたい市民講座支援事業〈無料〉
アコルデ セミナー2 回目（♪コンサート付♪）
ワークショップｄｅ「ボランティア活動を考える」

◆◆「北九州再発見」フリーマーケット
ボランティア募集！！
フリーマーケットを一緒に運営して下さるボラン
ティアの方を募集しています！！
収益金は、東日本大震災復興支援活動やミャンマー
学校支援活動などの資金となります。

○日時：2 月３日（日）１３：３０～１６：１５
○場所：山田緑地
○講師：古賀桃子氏 ふくおかＮＰＯセンター代表
○対象：ボランティア活動者、興味のある方
○定員：30 名（託児あり､無料）
○主催：アコルデ（北九州の音楽文化を支える会）
○問合せ先：アコルデ事務局
ＴＥＬ／ＦＡＸ０９３－６０２－７３４４
sabulinachacha@jcom.home.ne.jp

○日時：毎月第１土曜日 ９：００～１６：００
○場所：イオン徳力 駐車場
○問合せ先：北九州再発見 民谷喜美子
ＴＥＬ ０９０－２９６８－１９９１
ＦＡＸ ０９３－５３１－８８８６
また、出店者も募集しています！身の回りや倉庫など
を片付けてリサイクル！手作りのものなど、あなたの個
性で出店してみませんか？
１区画＝２，５ｍ×３ｍ １７００円
（福祉作業所等 ９００円）

アコルデは、コンサートの会場運営のサポートや広報
をサポートする、音楽ボランティアの団体です。
メンバーを随時募集しておりますので、興味のある方
は上記までご連絡下さい♪♪

助成金・賞情報
助成金名
セブンイレブン
２５年度

【２０１３年度公募助成】

福岡県森林づくり活動公募事業

第１４回 社会貢献基金

ジャンル

団体名

締切

環境

一般財団法人 セブンイレブン記念財団

1/31

環境

福岡県

2/12

福祉・環境・
国際協力

農林水産部

社団法人

全日本冠婚葬祭互助協会

2/28

※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．
「ソーシャルビジネス」って「ＮＰＯ・ボランティア活動」と似ていると思うのですが、違いは何ですか？
Ａ． 地域社会には、環境・エネルギー問題、高齢者・子育て支援、まちづくりなど、多種多様な社会的課
題があります。このような社会的課題を、企業、ＮＰＯ法人、個人事業者などの様々な主体が、ビジネ
スの手法を用いて解決していくことを、「ソーシャルビジネス」といいます。
ふたつの活動の活動範囲は、同じと考えても差し支えありませんが､
「ＮＰＯ・ボランティア活動」は、営利を目的とせず、公益的な活動を
行う団体の活動のことで、収益を上げることが求められているわけでは
ありません。この点が事業を持続的に行うために報酬を得る「ソーシャ
ルビジネス」とは異なります。
参考文献『ソーシャルビジネスガイドブック』ソーシャルビジネスネットワーク北九州
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ＮＰＯ法人数・設立申請状況
北九州市所轄のＮＰＯ法人数

設立認証申請中の団体名（平成２４年１２月３１日現在）

２５９団体（平成２４年１２月３１日現在）

◇ハッピープレス
◇子ども未来
◇ほたるの泉
◇ｌｉｅｎ
◇労働相談センター・雇用アクション福岡
◇チャイルドライン北九州
◇ほのぼの生活
◇子育てＴＷＯ－ＷＡＹ

※北九州市に主たる事務所があっても、従たる事務所が市外
にある場合は、北九州市の所轄にはなりません。

◆認定制度の説明会
認定ＮＰＯ法人制度の概要や認定の要件などを説明

※縦覧期間中の団体の定款等の情報は、市民活動サポートセ
ンターのＨＰで見ることができます。

します。申込みされた上で、おこし下さい。
日時：１月２５日（金）１０：３０～１２：００
場所：北九州市市民活動サポートセンター

ＴＥＬ０９２－６３１－４４１１

申込み：福岡県ＮＰＯ・ボランティアセンター

Ｅ-ｍａｉｌ

ＮＰＯの皆さまへ

ＦＡＸ０９２－６３１－４４１３

nvc@pref.fukuoka.lg.jp

「事業報告の作成に役立つ 活動計算書講座」のお知らせ

所轄庁に提出する事業報告の収支計算書が、活動計算書に変わりました。提出前になってあわてないように、
今のうちに作り方の勉強をしておきませんか。税理士が分かりやすく説明いたします！！受講後の個別相談
もＯＫです。
■日時：１月１９日（土）１０：００～１２：００
１３：３０～１５：３０
２月 ６日（水）１８：３０～２０：３０
※講座は、1 回２時間完結です。いずれか１回をお申込ください。
■場所：北九州市市民活動サポートセンター

■定員：各回２０名（先着順）

■申込：申込書をＦＡＸでお送りいただくか、お電話ください。申込書はＨＰからダウンロードできます。

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。
◆ＮＰＯ法人の認証・認定…申請書の受付や相談を行っています。
◆専門相談員による相談…曜日替わりで専門相談員が相談に応じます。
◆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。
◆ミーティングコーナーや印刷機の利用
…利用には団体登録が必要です。
◆掲示板スペース…団体や活動に関するチラシ等を掲示します。
◆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】１月３１日（木）・2 月 28 日（木）
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✍編集後記
今年の手帳を去年の暮れに失
くしました。慌てて記憶を頼り
にいろんな場所を探したり、電
話で問合せたりしましたが、見
つかりません。１月～３月まで
の自分の書き込んだ予定が一気
に消え、不安感に襲われました
が、仕事先やサークル、ボラン
ティア関係の仲間に確認しなが
ら、予定を埋めていき、安心し
ていたら、ついにやってしまい
ました。恐れていたダブルブッ
キング！コンサートと演劇のチ
ケットが同じ日、同じ時間と判
明し、ガックリです。
みなさん、手帳はなくさない
ように…って、今みんな、スマ
ホとかに入れてるの？
ｂｙ パックン

