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平成 27 年２月 15 日

「アイデアは尽きない。それを自分でやるから面白い。」
特定非営利活動法人タウンモービルネットワーク北九州

理事長

植木 和宏 さん

植木さんについてインターンシップの学生に尋ねたところ、
「フットワークが軽く、思ったことを実
行する人」という答えが返ってきました。次に経理を担当するスタッフは、「コスト度外視で、なんで
もやってみようという人」と苦笑い！
企業の営業マン時代に放置自転車の問題解決に取り組んだのが、市民活動へのきっかけに。アイデア
を既存のＮＰＯに提言するはずが、適当なＮＰＯがないとわかると、脱サラをして自ら「特定非営利活
動法人タウンモービルネットワーク北九州」を立ち上げる。信念と実行力のある人です。
「やれることも、やりたいこともたくさんある。
」
、植木さんが狙う次の事業が楽しみです。

低炭素を軸に、将来の交通システムや、街
づくりについて考え、事業化されている植木
さん。要望にお応えして、ご本人の写真は小
さめにしています。後ろは、レンタルサイク
ル用の電動自転車（シティバイク）です。

次世代型パーソナルモビリティ（電気自動車）。
市の環境未来都市の取り組みの一環で、貸出しし
ています。門司港エリアを中心に、観光レンタカ
ーとして利用できます。
今後は、地域の安全パトロール等、コミュニティ
の中でも役立てる予定です。

■特定非営利活動法人タウンモービルネットワーク北九州■
ＣO2 の削減などに向け、シティバイクレンタルや駐輪場、カーシェアリングなどの事業を行っています。
ＨＰはこちらから

http://www.npo-ktmn.com/
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第１５１回 サポートセンターの日 平成２７年１月２２日

ＪＩＣＡボランティアに聞いてみよう！
～青年海外協力隊員として過ごした日々～
自分の持っている技術・知識や経験を開発途上国の人々のために活かしたいという志を持
ち、（独）国際協力機構（JICA：ジャイカ）の青年海外協力隊員として、マダガスカルに派遣
されていた佃さんと、ミクロネシア連邦に派遣されていた米村さんに、現地での活動について
お話いただきました。
佃

麻実さん（ＪＯＣＡ九州）

２００９年～２０１１年
マダガスカルにてコミュニティ開発担当

マダガスカルは、バオバブの木や猿の
仲間のアイアイといった固有の動植物が
多いことで知られる国です。
緑豊かな国を想像されると思いますが、これまでに森林
の約９０パーセントが失われてしまいました。
この森林減少の原因の一つには、調理用燃料の炭・まき
を採る量が、人口増加と共に、増えたことがあげられます。まきの量が減ると動物たちや森を守ることができる
残った森林を守るため、現地の女性達と一緒に、熱効率
の良いかまどの普及に奮闘し、１回の調理で１０本必要だった薪が、２・３本で済むようになりました。

米村

淳平さん（ＪＯＣＡ九州）
２００８年～２０１０年
ミクロネシア連邦にて小学校教育担当

ミクロネシア連邦は、広範囲に散らば
る大小６０７の島からなる熱帯の国です。
この国では、授業がわからず学校に来
なくなり、小学生で留年する子どもがいます。
原因は教え方にあります。子ども達を見ていて気づいた
のは、数の概念を先に教えなければならないことと、授業
サラダック小学校の生徒たちと記念撮影

をきちんと聴く習慣づけが必要ということでした。

授業が楽しくなるとともに、子ども達に自主性が生まれ、また、そんな教え方を理解し、引き継いで
くれる同僚も現れました。
知っている人は誰もいない、事前研修で学んだ言葉も通じない。そのような状況で、現地の言葉を覚え
ながら人々の中に溶け込み、本当に役立つことは何かを考えて実行する。
楽しくお話いただきましたが、精神的な重圧は、想像もつかない程だったのではないでしょうか。
お二人の使命に対する責任感に、敬意を払わずにはいられませんでした。
※

特定非営利活動法人九州海外協力協会（JOCA 九州）･･･国際協力活動で培われた経験や精神を活かし、国際理解教育、
国際協力の推進等に貢献することを目的として活動している。

※
※
※
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イベント情報
◆◆１日限定開校？！『みんな集まれ！ロシナンテス学園「１＋１からはじまる。
」』
（無料）
東日本大震災から４年。私たちは何を感じ、学び、生かせたのでしょうか？
大切な人と、明日を生きるために必要なことを、
「学校の授業」をイメージした全員
参加型のイベントを通して見つけていきます。

申
込
フ
ォ↑
ー
ム

〇日 時：３月１日（日） １８：３０～２１：００（開場１８：００）
〇会 場：レソラ天神ホール（福岡市中央区天神２丁目５－５５ 岩田屋本店アーバンネット天神ビル５階）
〇ゲスト：川原尚行（認定特定非営利活動法人ロシナンテス理事長）、大嶋一馬（認定特定非営利活動法人ロシナンテス
事務局長）
、成宮崇史（NPO 法人底上げ事務局長）、前川直哉（一般社団法人ふくしま学びのネットワーク 理事・
事務局長、東京大学特任研究員）
、中尾岳陽（おおあさの孫プロジェクト代表）
〇定 員：先着２３０名（要予約）
〇申込・問合せ先：認定特定非営利活動法人ロシナンテス日本事務局
ＴＥＬ０９３-５２１-６４７０
もしくは、yushu.u.konoyubi@gmail.com へ

助成金・表賞等の情報
助成金名
平成２７年度
第７回

分野

北九州市文化振興基金奨振事業

夢屋基金

第２７回

文化・芸
術
子ども 等

NHK 厚生文化事業団「わかば基金」

福祉

団体名

締切

北九州市市民文化スポーツ局文化振興課

２／２７

公益財団法人公益推進協会

３／１１

社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団

３／３１

※詳細はサポートセンターのＨＰに掲載しています。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。

〇いつもの会議がガラッと変わる！会議のすすめ方

上級編まとめ

皆さんがリーダーなら、会議のときに「自分はこんなに頑張っているのに、みんな発言してくれない。
」
「自分だけが本気で、み
んな本気でないのでは。
」などと思った経験はありませんか。

皆さんがリーダーなら、会議のときに「自分はこんなに頑張っているのに、みんな発言してくれない。
」「自
リーダーがいつも先頭で引っ張るのもいいのですが、反対に一歩引いてみるというやり方もあるのではないでしょうか。
分だけが本気で、みんな本気でないのでは。
」などと思った経験はありませんか。
今回は、メンバーの会議での主体性を育むトレーニング方法として、MM（みんなでつくるミーティング）法を教えて頂きまし
た！
リーダーがいつも先頭で引っ張るというものやり方ですが、反対に一歩引いてみるというやり方もありま

MM 法の進め方はいたってシンプル。

す。

１ まずは５人１組のテーブル配置にし、それぞれが議題を考え、Ａ３用紙に書き出します。
今回は、メンバーの会議での主体性を育むためのそのようなトレーニング方法として、MM（みんなでつく
セミナーは「困っていること、聞いてみたいことなど何でもＯＫ！」でやりましたが、実際に

るミーティング）法を教えて頂きました！

「このタイミングで話し合うべき議題」を本音で出してもらうことが好ましい。

２

誰の議題を最初に取り上げるかを決め、その方の左隣の方が進行役、右隣の方が書記を担当

し、
１０分間議題について話し合います。※時間になったら強制終了。
３

これを、全員の議題が終わるまで続けます。

こうすると、普段、会議の進行役などをすることがない人も、それを経験することで、メンバーの主体的な関わりがどれだけ会
議の進行の助けになるか、実感できます。会議で意見を出すだけでなく、思ってはいるけどなかなか口に出せない議題をメンバー
から引き出すのにも効果があります。初めにトレーニングと書きましたが、出された議題によっては、組織にとって大事なことを
決める会議になります。メンバーの主体性を高めたいとお考えなら、一度、試してはどうでしょうか。
■講師■

青木将幸 氏

会社勤めを経て、２００３年に青木将幸ファシリテーター事務所を設立。ミーティング・ファシリテーターとして、年間１００回近くの会議、ワ
ークショップ、参加型研修の進行役を努めている。

北九州市立大学非常勤講師。

★オススメ講座★『ファシグラ千本ノック！イラストで進める会議術』（無料）
会議で板書を行うときの、イラスト、アイコン、文字飾りなど、場の雰囲気を和ませ、共感や発言を促す
「描く手法」を練習する、一味違ったファシリテーションセミナー。
〇日時：３月１７日（火）１８時３０分から２１時まで
〇会場：コムシティ３階 ３０１会議室
〇定員：先着３０名
〇講師：特定非営利活動法人グリーンシティ福岡 理事 志賀壮史 氏
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ＮＰＯ法人数・設立申請状況（平成２７年１月３１日現在）
北九州市内のＮＰＯ法人数
３０７団体

設立認証申請中の団体
◆スポーツ育成ネットワーク

◆Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｓｐｏｎｄｅｒ

◆FMC 総合型地域スポーツクラブ
※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、数に含めていす。

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）
日時・講座名
２月２５日（水）１０：３０～１２：００
◆認定ＮＰＯ法人制度説明会◆
２月２５日（水）１０：００～１６：００
◆税理士相談会（ＮＰＯ法人向け）◆
２月２５日（水）１９：００～２０：００
◆NPO 入門説明会◆
２月２６日（木）１８：３０～２０：００
◆サポートセンターの日◆
３月１１日（水）１９：００～２０：００
◆NPO 入門説明会◆
３月１３日（金）１８：３０～２１：００
◆共感を呼ぶ信頼されるＮＰＯへ！ ＮＰＯマーケテ
ィングセミナー◆
３月１７日（火）１８：３０～２１：００
◆ファシグラ千本ノック！イラストで進める会議術◆
３月１８日（水）１５：００～１７：００
◆福岡県・北九州市協働助成金説明会◆

内容
認定制度の概要について、説明いたします。
※毎月第４水曜日に開催予定です。
会計や税務に関する疑問・質問などに税理士がお答えします。
※今回が今年度最後の説明会です。気軽にお出でください。
NPO 法人設立の準備を始めた方向け。
押さえておくべき点を簡潔に説明いたします。
※毎月第２・第４水曜日に開催予定です。
「私たちの未来環境プロジェクト」
○スピーカー：池本 真一さん
（私たちの未来環境プロジェクト 代表）
NPO 法人設立の準備を始めた方向け。
押さえておくべき点を簡潔に説明いたします。
※毎月第２・第４水曜日に開催予定です。
マーケティングは「ニーズを満足させて成果を出す」ための実
務であり、ＮＰＯにこそ不可欠なものです。
〇講師：長浜 洋二 氏（ＮＰＯマーケティング研究所代表）
共感や発言を促すための「描く手法」をとにかく練習する一味
違ったファシリテーションセミナーです。
福岡県と北九州市の担当者による、協働に関する助成金の説明
会です。

✍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）
、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）

新人スタッフ
内田 須美

◇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・申請受付（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
◇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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新たな出会いにワクワク・感
謝、慣れない仕事にドキドキの
日々です。
笑顔でお待ちしています。
よろしくお願いいたします。
誕生日
１１月 ２９日
血液型
O型
趣味
トレッキング

