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代表 池本

ピース

ジャパン福岡支部

しんいち

真一さんにお聞きしました

今、河川・道路では、漂着ゴミ・ポイ捨てが増えてき
ています。そんなゴミ問題を解決するために「多くの
方々に河川・道路へ目を向けてもらおう！」という主旨
から清掃活動を行なっています。

★ クラブワールドピースジャパン福岡支部を

作ったきっかけは何ですか？
海とふれあいプロジェクト
戸畑区大橋公園 清掃参加者です。

数年前に県外からＵターンで北九州に帰っ
たのですが、子どものときと比べ、人と人の
繋がりが希薄に感じ、今私が出来る範囲で身
近な課題に取り組んでみようと考えたのが、
きっかけです。

★ 現在何年目で１回にどのくらいの人数が参加

しますか？
現在３年目になりますが、市内外や老若男
女を問わず、１回あたり６０人くらいの方が、
参加してくれています。

★最初の頃の苦労話を聞かせて下さい。

学校を卒業し就職してからは長く県外に居住していましたの
で、人の繋がりが乏しく、暗中模索の状態が続いていましたが、
今では活動を継続して実践しているお陰で、様々な方から協
力・応援等頂いています。
次回の活動は 「海とふれあいプロジェクト」
日
時 ： 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ １ 日 （ 金 ･祝 ）
１０：００～（１時間３０分程度）の予定
少雨決行
集合時間：受付９：３０～１０：００
集合場所：北九州市小倉北区櫓山荘公園駐車場
（ 小 倉 北 区 中 井 浜 、国 道 １ ９ ９ 号 線 ト ラ イ ア ル 西 港 の 斜 め 向 か い 側 ）
清掃範囲：福岡県 北九州市 戸畑区 市道中原１号線・国道１９９号線
参 加 費：無料。但し、交通費等は自己負担にてお願いします。
問合せ先：ク ラ ブ ワ ー ル ド ピ ー ス ジ ャ パ ン 福 岡 支 部

えて下さい。
今後の予定は、活動から運
動へ至るまで、点から線、線
から面への動きになるよう継
続して実践することです。
目標は、一生涯にたった一
人でも影響を与えられるよう
な人になれるよう、たえず学
び・たえず行うことです。

担当：池本

〒８０４－００１２ 北九州市戸畑区中原東２－１－１－２０５
（ニホン・ドレン㈱福岡営業所 内）
ＴＥＬ：０９３－８７３－３０７１ ＦＡＸ：０９３－８７３－３０７２
e-mail： shinichi0830@mopera.net
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★これからの予定と目標を教

池本さん
ありがとう
ございました。

第１４０回

★市民活動 サポートセンター★
サポートセンターの日 ２０１４年１月２３日
今月の活動発表団体

「ＩＯＶ国際交流折り紙ボランティア」

代表 今中

洋子さん

完成作品です

今中代表より、まず、ＩＯＶの団体についてお話をしていただき、折り紙を指
導してもらいました。
最初にひな祭りの男雛と女雛を作りました。形は、頭の烏帽子があるかないか
の違いでほぼ同じ形でした。ＩＯＶの方に台紙を用意していただいたこともあり
作り易かったです。
次に節分の鬼と福を作りました。こちらは、ひな祭りに比べて細かい作業が多
く皆さん苦戦されていました。特に鬼はピンセットや爪楊枝を使って折るため難
しかったようです。
皆さん完成された折り紙に満足された様子で、今回習った折り紙を、お孫さん
や施設で教えたいと言われていました。笑顔いっぱいのワークショップでした。

二人揃って、ひな祭りの完成です

教わる手、教える手 指先に集中しています

鬼は外、福は内、イエ～ィ

製作中は、真剣です 無口になります

「ＩＯＶ国際交流折り紙ボランティア」
１９９９年５月設立 日本伝統の折り紙の美しさ、繊細さを国内外問わず
たくさんの方に伝える。今までにアメリカ、ベルギー、韓国において小学
校や高齢者施設、年に１回ＪＡＩＣＡの紹介で市内在住の外国の方に折り
紙を教える。現在では、教室を図書館や市民センター、コムシティの子ど
もの館等で毎月１０回以上開催している。年間延べ人数２０００人以上の
方が参加する。

２

「ＩＯＶ国際交流折り紙ボランティア」
左より 林さん 勝田さん 今中さん 中村さん

イベント・ボランティア情報
平成２５年度環境未来都市推進支援事業
◆◆グリーンオペラ「なの花のおはなし」
「なの花のおはなし」は、環境未来都市北九州市の音楽家のオリジナルのオペラです。
す
こどもも大人も一緒に楽しみながら、環境問題のことを考えましょう！
○日時：３月２８日（金）１４：３０開場 ○主催・問合せ先：
ＮＰＯ法人北九州リバーサイドミュージックＢＯＸ
１５：００開演
ＴＥＬ／ＦＡＸ０９３－６４２－８８１８
○場所：黒崎ひびしんホール・大ホール
topiano6951@shore.ocn.ne.jp
八幡西区岸の浦二丁目１－１
○入場料：５００円（前売り・当日とも）
◆◆映画『うまれる』上映会 ボランティアスタッフ大募集！！
５月にある上映会を、お手伝い頂ける方を募集しています。
一緒にイベントを形にする喜びを、分かち合いませんか？

人数：先着２０名
締切：２月２８日

○イベント日時：５月１０日（土）開催予定
○イベント会場：山田緑地(小倉北区山田町)
○イベント内容：ドキュメンタリー映画「うまれる」の上映
○活動内容：運営スタッフ、当日スタッフ、販促スタッフ
○主催・申込・お問合せ先：にじのたね「うまれる」実行委員会（担当：安河内）
ＴＥＬ０５０－３５８０－７５１４
nontahome@gmail.com

助成金・賞情報
助成金名
第 15 回

社会貢献基金助成

ジャンル

団体名

締切

福祉・他

全国冠婚葬祭互助協会

2/28

平成 26 年度

タカミヤ・マリバー・エイド

環境

（公財）タカミヤ・マリバー環境保護財団
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平成 26 年度

北九州文化振興基金 上期

文化

北九州市市民文化スポーツ局文化振興課

3/14

※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。

専門相談員さんによるあんな話、こんな話
服部

祐充子（火曜日担当）

私たちの活動が、大きく広がることになったのは、多様
な「世界」を届けてくれた認定 NPO 法人地球のステージ
と出逢ったことによります。
宮城県名取市を拠点に、「多文化理解教育」を、講演で
はなく公演＝地球のステージで、映像・語り・音楽で伝え
るこの団体のスタイルは、これまでにないもので、まさに
居ながらにして世界を体感できるものでした。
世界には紛争・環境破壊・貧困・災害等といった多くの
問題があることを学ぶと共に、どのような境遇であっても
力強く生きる人々の姿からは、希望や未来を感じました。
ステージの語り手である桑山紀彦さんの姿勢は、精神科
医として、一人の大人として、強い信念も、弱い心も隠さ
ずに、若者たちのよき先輩である「人間 桑山紀彦」であ
り、その人との出逢いも大きかったと思います。
地球のステージに共感し、活動に参加した私たちです
が、地球のステージは、東日本大震災に遭ってしまいます。
被災者となった地球のステージでしたが、災害支援への
取り組みは、これまで講演で訴えてきた以上に真摯なもの
であり、世界中から寄せられる応援を見ながら、九州

からの想いも届けられたのは、大きな経験でした。
そしてこの春は、この出逢いにも匹敵する大きな機会
があります。「これ以上治し方のわからないものを壊す
のはやめて！」と、20 年前のブラジル地球環境サミッ
トで、12 歳のスピーチをしたセヴァン・スズキさんを
北九州に お迎えする企画に
参加することになりました。
想いをともにする人々と、
これからもこの町で活動で
きることに、真摯に向き合
い、つながり、広がって未来
を目指したいと思います。
名取市閖上

夕日の日和山

専門相談員

曜日別相談内容のご案内

【日曜日】笛田千裕：音楽を通した育成支援、いじめ・引きこもり
【月曜日】大久保大助：子どもの健全育成、体験活動の企画・運営
【火曜日】服部祐充子：多文化共生のまちづくり、国際理解活動
【水曜日】内田満：健康・運動・ＮＰＯのマネジメント支援

・お気軽に相談にお越し下さい。電話での予約もできます。
・相談時間は、次のとおりです。
平
日 17:00～21:00 日・祝日 15:00～19:00
・都合により曜日を交代している場合があります。交代はホ
ームページで確認できます。

【木曜日】田中良幸：認知症・高齢者等の介護マネジメント
【金曜日】木村智子：高齢者介護、障害児支援
【第 1.3.5 土曜日】野口和夫：本の朗読を通じたコミュニケーション
【第 2.4 土曜日】馬場幸子：心の健康支援、心理カウンセリング
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ＮＰＯ法人数・設立申請状況

（平成２６年１月３１日現在）

北九州市所轄のＮＰＯ法人数

２７６

団体

サポートセンター主催の
講座・セミナー情報（無料・予約制）

設立認証申請中の団体名
ＮＰＯ法人のための認定制度説明会
「認定ＮＰＯ法人」を目指すＮＰＯ法人は、まず、
この説明会にご参加下さい。
２月２６日（水）１０：３０～１２：００
※毎月第４水曜日に開催の予定です。

※北九州市に主たる事務所があっても、その他の事務所が
市外にある場合は、北九州市の所轄にはなりません。
◆北九州シティオペラ

◆森遊会

◆福岡県防災教育振興協会

◆福岡県北部薬剤師会

◆明日はもっと綺麗隊

ＮＰＯ法人入門説明会
ＮＰＯ法人を設立されようとしている方等を対
象に、最重要事項をコンパクトに説明します。
２月２６日（水）１９：００～２０：００

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

サポートセンターの日
３月は、｢語り・朗読 宙（そら）のサカナ｣の
代表 野口和夫さんによる
｢語り・朗読で人とつながること｣
３月２７日（木）１８：３０～２０：００

ＮＰＯのための税理士相談
税理士がＮＰＯからの会計や税務の相談にお答
えします。
２月２６日（水）※時間は予約時にご確認くだ
さい。

市民活動団体の皆さん！サポートセンターに団体登録して、あなたの活動に役立てませんか？
■登録した団体は、
・印刷機(製版 1 枚 32 円 印刷 1 面０.２円)、ミーティングスペース（無料、予約制）等の利用ができます。
・毎月、ニュースレターで、活動発表や助成金・講座、サポートセンターからの情報などをお届けします。
■団体登録をするには、
・登録条件：北九州市内で特定非営利活動を 6 ヶ月以上行っていること等。
・登録方法：サポートセンターホームページの「キラキラネット」にある登録フォーマットにご記入の上、
ＦＡＸ、メール、もしくはご持参ください。活動内容の確認ができるチラシや資料等の添付もお願いします。
結果は、電話またはメールで連絡いたします。（１０日程度かかりますのでご了承ください。）

◆サポートセンターへのお申込み・お問い合わせの電話・ファックス番号は◆

ＴＥＬ０９３－６４５－３１０１

ＦＡＸ０９３－６４５－３１０２

✍編集後記

◇北九州市市民活動サポートセンター
〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎３丁目１５-３
コムシティ３階
ＴＥＬ０９３-６４５-３１０１ ＦＡＸ０９３-６４５-３１０２
◆ＮＰＯ法人に関する相談・書類受付（要予約）
、市民活動・ボラン
ティア等に関する相談、印刷機等の利用（要登録）など
●ご利用は、月～土曜《１０時～２１時》
、
日曜・祝日《１０時～１９時》
（毎月第 1・3・5 月曜日及び年末・年始休館）

◇北九州市市民活動サポートセンター・ムーブサテライト
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町 11-4 ムーブ１階
ＴＥＬ ０９３-５６２-５３０９
◇ＮＰＯ法人関係の相談・書類受付（要予約）、市民活動・ボランテ
ィア等に関する相談、印刷機等の利用（要予約・登録）など
〇ムーブサテライトには、火曜と金曜以外は、職員が
おりません。利用に関する詳細は、ホームページを
ご覧いただくか、電話やメール等でお尋ねください。
ＨＰ（キラキラネット）http://www.kirakirakitaq.jp
メールアドレス
support3@axel.ocn.ne.jp
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島好きの私は西表島に行きました。ち
なみに西表島は遠いです。確実に韓国の
ほうが近いです。那覇空港経由で、石垣
空港へ、それから港に移動し、高速艇で
１時間。やっと、西表島に着きました。
参加した“癒しのツアー”は北海道と
京都のご夫婦と私と友人の７名で、ガイ
ドは地元の漁師兼猟師さんで、車や船、
グラスボートの操縦もこなす島では貴重
な青年でした。
島で有名なのはイリオモテヤマネコで
すが、夜行性なので、めったに見ること
はないそうです。ただ、去年は１２頭、
今年は１月だけで２頭、交通事故に遭っ
ているそうです。その時、人間ではなか
なか頼めないドクターヘリが来るそうで
す。さすが、絶滅危惧種です。
島の開発より、自然保護を推奨する島
の若者の将来を見据えた話は熱く、私た
ちは癒されました。 ｂｙパックン

