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北九州市
市民活動サポートセンター

～心に響く、願児我楽夢のメッセージ～

貫市民センターでのコンサートの様子

第１６０回

サポートセンターの日

発表団体

■ 願児我楽夢（がんじがらめ）

■

代表

Ｒｙｕ Ｒｉｎｎａｉ氏

1995 年、北九州において地元の教職員や消防署職員などにより結成されたア
マチュアバンド。部落差別・民族差別などをテーマとしたオリジナルメッセージソ
ングを中心に構成されるコンサートは、全国各地の小中学校、高校などの教育現場
や市民向け啓発行事など活動範囲も幅広く、結成以来 1600 回以上も講演されて
います。
Facebook では、活動の様子を紹介していますので、ぜひご覧ください。
願児我楽夢
検索

★★人権コンサートのご依頼承ります★★
◆願児我楽夢◆
ＴＥＬ：０９０－４９８７－０８９６（ヤマナカ）
Ｅメール：abojimill@bun.bbiq.jp
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◆ 心震えるコンサート ◆
今回は、ヒューマンバンド

「願児我楽夢（がんじがらめ）
」

代表の Ryu Rinnai 氏をお招きし、人権コンサートを開催。差
別を受けた人たちとの出逢いから生まれた曲とエピソードを交
えた、ギターとブルースハープによる生演奏。Rinnai 氏の温か
な歌声が会場を包み込み、優しく、そして熱く歌われる歌詞に
は、出逢った人やメンバーの想いが込められていて、みなさん
かみしめるように、真剣に聴き入っており、涙ぐむ人もいまし
た。歌だからこそ伝えられる Rinnai 氏の想いに心が震えたコン
サートでした。

◆ 心の中にある段差をなくしてほしい ◆
「やさしさに

出会えるから」の歌詞は、障害を持っている女

性が、障害者の想いを表現したものです。障害者は不自由なこと
はあるが、決して不幸ではない。かわいそうだと決めつけるので
はなく、お互いを認め、理解し、障害者も健常者も共に歩んでい
ける世の中になってほしいとの願いが「共に歩いてください

共

に生きてください」という詩の一節に込められているそうです。
心にある段差をなくして、バリアフリーにし、一緒に歩むことが
大切なのではないでしょうか。

◆ 「願児我楽夢」とは ◆
「子供たちの楽しい夢が叶いますように」という想いから、バンド
名を「願児我楽夢」としました。
差別に苦しむ人がいる、いじめを苦に自ら命を絶つ人がいる。こん
な時代だからこそ、人権の意識を高めることが必要であり、人を大切
に思う気持ちを忘れてはいけないのではないでしょうか。
冗談を交えた笑いを誘うお話と素晴らしい演奏は、聴くほどにその
世界に引き込まれる不思議な魅力があります。
“子供たちが希望をもって生きていける世の中になってほし
い･･･”という熱いメッセージが込められたコンサートに、ぜひ一度、
みなさんも足を運んでみてください。

自分は生きる価値などないと 勝手に決めるな 死んでいくな
生まれ生きて ただそれだけで 君は君であるんじゃないか
今までのことを悩むよりも これから過ごす時間を思え
仲間をつくれ 心を開け 未来は君の君だけのもの
願児我楽夢「心の叫び」より
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助成金等の情報
助成金名

分野
環境

「きれいな川と暮らそう」基金

２０１６年度 公益財団法人大阪コミ
ュニティ財団助成
２０１６年度

エフコープ環境助成

平成２８年度福祉助成
２０１５年度 在宅医療助成（後期）

教育・文化

団体名
公益社団法人

締切

日本河川協会

１１/３０

公益財団法人大阪コミュニティ財団

１１/３０

エフコープ生活協同組合

１１/３０

保健・福祉

公益財団法人

ヤマト福祉財団

１１/３０

福祉

公益財団法人
勇美記念財団

在宅医療助成

環境

１２/１１

※詳細はサポートセンターのＨＰに掲載中。また、当センターの助成金コーナー（ラック）では紙ベースでの情報を提供しています。

ＮＰＯ法人数・設立申請状況（平成２７年１０月 3０日現在）
北九州市内のＮＰＯ法人数

30８団体

設立認証申請中の団体
◆門司港レトロ・犬猫を守る会

◆どんぐりファミリー

◆和楽啓明

◆日本ソーシャルスポレク協会

◆北九州音楽の街実行委員会
※市内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人数（市外に事務所があるＮＰＯ法人でも、市内に主たる事務所がある場合は、数に含めています。
）

ＮＰＯ法人の総会について

その１

総会は、社員によって構成されるＮＰＯ法人の最高意思決定機関です。通常総会と臨時総会の２種
類があります。通常総会は、年に一度、必ず開催しなければなりません。法人の定款には、総会での
議決事項、招集期限、招集方法、議長の選出方法、議事録署名人の人数など、役割やルールが細かく
書かれています。総会は、それに従って開催されなければなりません。
■通常総会
ＮＰＯ法で少なくとも年 1 回の開催が義務付けられています。開催の時期については、法では特
に定められていません。
■臨時総会
理事会が必要と認めるとき、定款で規定した数以上の社員から請求があったとき、監事が招集する
ときに、臨時で開催される総会のことです。
■総会の議決事項
総会での議決事項は、一般的には、定款の「総会」という章に、「権能」という条文がおかれ、列
挙されています。総会議決事項としている内容を理事会等の他機関で議決することはできません、定
款をよく確認してください。
「定款の変更」、「解散」、「合併」については、ＮＰＯ法で総会でしか議決することができない
とされていますが、それ以外の事項は、理事会での議決とすることができます。例えば、予算は、理
事会で議決し、総会には報告だけする、という規定に変えることも可能です。法人の実態に合わせて、
総会と理事会の役割を見直すことも大切です。
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サポートセンター主催・共催の講座・セミナー情報（無料・要予約）
時

１1 月
25
（水）
２５
（水）

９
（水）
９
（水）

２３
（祝・水）

１７
（木）

座

名

◆税理士相談会
（NPO 法人向け）◆

1９:０0～２０:00

◆NPO 法人入門説明会◆

間

講

座

◆税理士相談会
（NPO 法人向け）◆

1９:00～２０:00

◆NPO 法人入門説明会◆

1０:00～１６:00

◆税理士相談会
（NPO 法人向け）◆

17:00～19:00

内

◆NPO 法人入門説明会◆

容

税理士が会計や税務に関する相談をお受けします。
NPO 法人設立の準備を始めた方向けです。
※毎月第 2・第４水曜日に開催予定です。

名

1０:０0～１６:00

１６
（水）

講

1０:０0～１６:00

時

１２月

間

内

容

税理士が会計や税務に関する相談をお受けします。
NPO 法人設立の準備を始めた方向けです。
※毎月第 2・第４水曜日に開催予定です。

税理士が会計や税務に関する相談をお受けします。
NPO 法人設立の準備を始めた方向けです。
※毎月第 2・第４水曜日に開催予定です。
クリスマスコンサート

1８:３0～２０:00

◆サポートセンターの日◆ ～音楽文化で安らぎのあるまちづくり～
特定非営利活動法人

響ホール室内合奏団

★１０月１日（木）～大型プリンターの利用開始★
※ ポスター（Ａ１サイズ・カラー／モノクロ）や横断幕の印刷ができるようになりました。
詳しくは、サポートセンターへお問合せください。
※ 印刷機、紙折り機もご利用いただけます。

✍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三丁目１５-３コムシティ３階
ＴＥＬ ０９３-６４５-３１０１ ＦＡＸ０９３-６４５-３１０２
◆ＮＰＯ法人に関する相談・申請受付（要予約）
、ＮＰＯ・市民活動等に関す
る相談、印刷機等の利用（要登録）など
◆ご利用は、月曜日～土曜日《１０時～２１時》
日曜日・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法人に関する相談・申請受付（要予約）
、ＮＰＯ・市民活動等に関す
る相談、印刷機等の利用（要予約・登録）など
◇ムーブサテライトには、火曜日と金曜日以外は、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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平成７年の障害者白
書では、４つバリアフリ
ー（障壁を除く）が挙げ
られていました。
・物理的障壁
・制度的障壁
・文化・情報面の障壁
・意識上の障壁
私たちがすぐにでき
る 4 番目の「心のバリア
フリー」。障害のある人
を特別視せず、理解や思
いやり、支援で、共に生
き て 行 く 社 会の 大 切さ
を 学 ん だ 人 権コ ン サー
トでした。
ｂｙラムママ

