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。

環境未来都市北九州

ＮＯ：１３２ 平成２５年２月２２日

「人の声が欲しい・・！」
2 月は 1 年で一番寒い季節から、芽吹きの春に動き出すとき。
例年よりも厳しい寒さを、皆さん無事に乗り切られたでしょうか？
春は東へ西へと特に動きが多いときになります。
さて、その移動のために 2 月の特割航空券を予約した年末年始に
起こった、個人的な恥ずかしい騒動の顛末を。
年末ぎりぎりに、割引航空チケットの予約期限に気づき、あわててネットで手続きしました。
連休にかかるために残り少なくなった席をどうにか予約できてほっとしたところ、支払いは 1 月 4 日
まで、とのこと・・・正月３日まで銀行は休みです。ともかくも帰省先の銀行ＡＴＭから、1 月 31 日
ぎりぎりに銀行振り込み、をしたのでしたが。
あせって往復を別々に予約したために、航空会社の振込先口座が別になり、口座番号は一番ちがいで
した。
・・大晦日の混んだＡＴＭで、これまたあわてて往復とも同じ口座に振り込んでしまったのです。
年が明けて、往路の予約と支払完了の知らせは来たのですが、復路分がなかなか来ません。
パソコンや携帯電話で予約確認の問い合わせをするのですが、画面はあちこちに飛び、電話はテープに
よる対応のため、ぐるぐる回るばかりで、求める回答になかなか行きつけませんでした。
そもそも、このような場合の問い合わせ先が、すぐにはわかりませんでした。生（なま）の人の声の
対応がこれほど欲しいと思ったことはありません。
やっと予約・案内センターの電話番号がわかり、人の声（優しい女性の声）の対応にほっとしました。
「調べて後、改めて連絡差し上げます。
」という言葉がなんと有り難かったこと！！翌々日ようやく支払
済みの連絡が来ました。そして 2 月の連休に、無事に二日間の旅行を済ませたのでした。
この失敗から学んだことは
・あわててあせらないこと。
・ミスに気づいたら息をついて頭を冷やす。
・自分の行動を分析、記録、反省して次への参考にすること。
そして、何よりも人の声の対応の有り難さです。
２０１３年が始まって２か月。今年も失敗を重ねそうですが、
「生の声」を大切にしたいと思います。

北九州国際交流団体ネットワーク（KIINET：キーネット）会長
北九州市民通訳協会 副会長
廣澤 洋子
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あそびの日 with 児童館ＫＩＤＳ

～すべては、みんなの笑顔のために！！～

北九州レクリエーション協会は、1966 年に子どもの健全育成などを目的
に発足しました。任意団体としてサイクリングやハイキング、登山教室、レ
クリエーション・インストラクター養成講座並びに福祉セミナーなど、様々
な活動を行なっていましたが、2002 年にＮＰＯ法人になりました。また、
2005 年から「もじ少年自然の家」の管理運営を市より受託しています。
当協会のレクリエーション・インストラクター養成講座を、児童館の児童
厚生員が受講したことがきっかけで、ＮＰＯ支援事業により、「あそびの日
with 児童館ＫＩＤＳ」を協力して開催することになりました。
当日は 10 の児童館から 238 名の児童が参加し、様々なニュースポーツを
体験し、大変盛り上がりました。

２０１３．１．２５

）

特定非営利活動法人
北九州市レクリエーション協会
事務局長 上村 豊さん

参加児童は、スポーツやあそびを通じて、仲間と協力することの大切さ
や競うことの面白さ、負けた時の悔しさを肌で学んだ様子でした。
関わった方々からの評価は大変良く、児童
館と協働で取り組んだからこそ成功したも
のだと感じています。
参加人数が増えると、安全上の課題も出
てきますが、対策を講じた上で、今後も機
上：初めに体をしっかりほぐしましょ～う
会を作って、より多くの児童に「あそびの
日」を楽しんでもらいたいと思っています。
右：大縄跳び みんなでジャーンプ！！

発達障害者のライフステージ支援事業 ～子どもの未来のためにわたしたちができること～

北九州ＬＤ等発達障害
親の会「すばる」
副会長 牛島 実基子さん

当会はＬＤ等発達障害のある子どもを持つ親の会です。北九州市内を中心に講
演会や勉強会、サークル活動などを行っています。サークル活動では、季節ごと
のレクリエーションや農業体験などをのびのびと楽しんでいます。
一昨年の２０周年の際には、ＮＰＯ支援事業により、特別支援教育の第一人者
である上野一彦先生の講演会を行いました。講演を聞いた学校関係者の方には、
子ども達が就労期を迎えた時に何が必要かを、再認識していただけたのではない
かと思います。私たちにとって、啓発活動はとても大切なことです。
設立した頃は、ようやく学習障害（ＬＤ）がささやかれ始めた頃でした。今で
は状況は大きく変わり、教育の現場では、特別支援教育へと移行しその支援が

小・中学校だけにとどまらず、高校や大学にまで広がりつつあります。しか
しながら、まだ十分ではない部分も多く、特に学校を出た後の就労支援は難
しい課題です。
当初、幼かった子ども達も青年になってきて
います。子どもを残して先に逝くことは、とて
も不安なことです。親がこういった思いをしな
くて済むような、誰もが過ごし易い社会になる
上：じゃがいもの植付 大きくな～れ
ことを、私たちは願っています。
左：陶芸教室 力作ばかりです！！
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イベント・ボランティア情報
◆◆プレイパーク・カフェ

◆◆ウェルとばた開館１０周年記念事業
おすすめ ドキュメンタリー映画上映会

外遊び活動やプレイパークに関心のある方、必見！
プレイパークには可能性がいっぱい！様々な広がり
をみせる外遊びの情報満載です。
○日時：３月７日（木）１８：３０～２０：３０
○会場：北九州市男女共同参画センター・ムーブ
５階 小セミナールーム
○定員：３０名（先着）
○参加費：無料（※託児無料 要申込）
○申込み：２月１８日から受付
○内容：
◆様々なプレイパークのビデオ上映
◆子どもが自然のなかで遊ぶということ
（コメンテーター）
福津市わくわくプレイパーク 佐伯美保さん
○主催・申込み：小倉北区役所コミュニティ支援課
ＴＥＬ０９３－５８２－３３２２
ＦＡＸ０９３－５７１－００３０

福祉の心がつながる、話題のドキュメンタリー映画
○３月３日（日）上映スケジュール
①１０：２０～
毎日がアルツハイマー
②１２：３０～
隣る人
③１４：３０～
毎日がアルツハイマー
各回 アフタートーク付
○会場：ウェルとばた（戸畑市民会館 大ホール）
○料金：２作品鑑賞券 （前売のみ）
一般 1,800 円、60 歳以上・中高大生 1,400 円
１作品鑑賞券前売
一般 1,000 円（当日 200 円増）
60 歳以上・中高大生 800 円（当日 200 円増）
※いずれも小学生以下は無料。
○主催：北九州市社会福祉協議会
○お問合せ・チケット販売：ウェルとばた総合案内
ＴＥＬ０９３－８７１－７２００

助成金・賞情報
助成金名
タカミヤ・マリバー・エイド
北九州市文化振興基金
「ドコモ市民活動団体助成」

団体名

ジャンル

環境
芸術・文化
子ども

締切

タカミヤマリバー環境保護財団

３／１０

北九州市市民文化スポーツ局

３／１５

ＮＰＯ法人ＭＣＦ

３／２９

みなとや海辺の活動支援

環境

北九州市港湾空港局

３／２９

タカラ・ハーモニストファンド

環境

宝酒造

３／３１

※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．
「ファンドレイジング」という言葉をこの頃よく聞きますが、具体的に何の事なのでしょうか？
Ａ．一般的には「資金調達」や「寄付集め」と訳されますが、NPO にとって「ファンドレイジング」の
本質的意義とは、単にお金をもらうだけではなく、広く市民に社会課題を伝え、共感してもらい、
仲間としてその解決に参画してもらうこと。つまり、
【社会の当事者を増やすこと】と言えるでしょう。
「日本には寄付文化がないから…」と諦めている NPO の方も少なくないですが、実は歴史を紐解くと、
奈良〜
平安時代から既に、お寺や仏像の建立のために僧が各地を回って寄付を募る「勧進」や、
江戸時代には、大阪の商人達が私財を投じて橋などの公共施設を建設した事例が数多く見られます。
最近では、ネットで簡単に寄付集めができる「クラウドファンディング」や、会費に寄付をつけた
「チャリティ飲み会」等も増えていますので、皆さんも気軽な企画から始めてみてはいかがでしょう。
（NPO 法人アカツキ 代表理事 永田賢介）
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ＮＰＯ法人数・設立申請状況

設立認証申請中の団体名（平成２５年１月３１日現在）

北九州市所轄のＮＰＯ法人数

◇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
◇ドッグセラピージャパン

２６０団体（平成２５年１月３１日現在）
※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。

※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。

センター移転と休館日のお知らせ

サポートセンターは、４月２日（火）からコムシティに移転します。
その引越し作業のため、３月２８日（木）から４月１日（月）まで、
休館させていただきます。
なお、４月２日からの新体制については、同封のチラシをご覧ください。

スタッフ研修に行ってきました！
1月31日木曜日、サポートセンターの休館日に、スタッフ4人で戸畑区に研修に行ってきました。
・社会福祉法人北九州市社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センター
・青少年ボランティアステーション
・公益社団法人北九州市障害福祉ボランティア協会
・特定非営利活動法人アベック
・北九州市ひきこもり地域支援センター「すてっぷ」
・デイホーム夕鶴 （ＮＰＯ法人あいの会 運営）
かけ足の研修でしたが、実際に出かけて、お話を伺って初めてわかる事も多く、
とても有意義な時間を過ごすことができました。
今回お伺いした団体の皆さま、どうもありがとうございました。

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。
◆ミーティングスペースや印刷機の利用…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】2 月２８日（木）・３月１４日（木）・２８日（木）～４月１日（月）
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デイホーム夕鶴で、利用者
さんと真剣に遊ぶスタッフ

✍編集後記
先日、足が痛くて病院に行
ったときのこと。
病院の先生が一言「加齢で
すね。しょうがないですね。」
まさか自分に「加齢」が当
てはまるとは思いませんで
したが、生まれて半世紀以上
経つのだから「加齢」といわ
れても仕方ないのかな・・・。
ずばり今年の目標は、「ア
ンチエイジング」もちろん外
見もそうありたいけど、いろ
いろなことを見て、聞いて、
体験して、いっぱい刺激をも
らって、若返りをはかろうと
思っています。
ｂｙ おーちゃん

