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平成 27 年３月 15 日

「事務局は表舞台を支える縁の下の力持ち！」
特定非営利活動法人ロシナンテス 事務局長兼東北事業部長

大嶋

一馬さん

２０１１年３月１６日の朝、携帯にかかってきた一本の電話
から、大嶋さんのロシナンテスでの活動が始まりました。
「東北に来てくれ」。小倉高校時代のラグビー部の先輩、
川原理事長からの連絡でした。
サラリーマンを辞め、のんびりしていた大嶋さんが、がれき
撤去隊長となり、学生ボランティアたちの先頭に立って奔走す
る日々がスタートしました。
それまでボランティアや人助けの経験がなかった大嶋さんで
したが、日を重ねていくうち「性に合っている」と感じる
ようになったそうです。
震災現場を目の当たりにし、最初は目
の前のことで精いっぱいでしたが、活動
していく中で、後方支援があってこそ
現場での活動が十分できることに気づき
ました。
そのような時、前事務局長が仕事の都合で辞めることになり、後任として事務局長を兼務することに。
「事務局の仕事を苦労とは感じていないけれど、ＮＰＯの仕事では、サービスを受ける人と、そのために
お金を出す人とが別なので、双方への説明が必要なだけ、サラリーマンのときよりも仕事量が多い。」との
こと。
多忙な大嶋さんに、講演会のために
帰国していた川原理事長から、「事務局
なしで活動するのは、凧揚げをしていて
糸を切られるようなもの。」というエー
ルが。
困っている人を支援する現場も、それ
を支える事務局も、一つのチームという
印象を強く受けました。

■特定非営利活動法人ロシナンテス
「ひとりはみんなの為に みんなはひとりの為に」を哲学に、スーダンと東北で、医師が行う医療だけではなく、
話を聴くだけでも相手の心が楽になったりするというようなことも含めた、広い意味での「医を届ける」ための
活動を行っています。
事務局 ； TEL: 093-521-6470
HP http://www.rocinantes.org/
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第１５２回 サポートセンターの日 平成２７年２月２６日

私たちの未来環境プロジェクト
海岸清掃やスポーツ鬼ごっこなど、世代を超えて誰もが参加できる親しみやすい活動を
通じ、人を思いやる心やコミュニケーション能力を高め合い、新たな活動につなげていく。
プロジェクトの代表池本氏に、活動の内容や思いについて、お話いただきました。

池本

真一 氏

私たちの未来環境
プロジェクト代表

馬島清掃団
馬島は、響灘に浮かぶ人口４０人１３世帯の小さな島です。
この島の人々が抱えている問題が、漂着ごみの増加。

Club World Peace
Japan 福岡支部代表
特定非営利活動法人
KID's work 理事

不法投棄された大型ごみやアジアの国から流れ着いたペットボトルなど
連絡先

大きさや種類も様々です。
２時間かけて集めたごみの量は９００キログラム。きれいになったと思っ
ても、１週間経つとまた元どおり。このような地域の課題を解決し、“島の

ＴＥＬ080-5203-5663
e-mail:
shinichi0830@mopera.net

将来のため、未来の子供たちのため”馬島清掃団は戦い続けています。

スポーツ鬼ごっこ
子どもの頃に遊んだ「鬼ごっこ」。最近は、
・遊びながら運動不足の解消
・チームワークの向上
・コミュニケーション能力の向上 など、
大人の間でも密かなブームになっています。
“スポーツ“とつくからには公式ルールがあり、全国大会もあります。
すでに５万人以上が参加している競技です。
運動神経よりも戦略とチームワークが必要な「鬼ごっこ」なのです。
池本さんが、こんなに沢山の活動をされていることに驚きました。
「きっかけは何ですか？」という質問に、「自分の体験として、困っている人の気持ちがわかるから、
そのような境遇の人の助けになりたい。
」と笑顔で力強く答えてくれました。
これからも、未来ヘ向けた新たなプロジェクトに挑戦していかれることと思います。
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市の補助金情報
補助金名

補助対象事業

補助額

募集期間

ＮＰＯ協働提案モデ

あらかじめ市が設定したテー

上限８０万円

平成２７年

ル事業

マに対して、市と協働で取り組

（補助対象経費の

４月１日～

む事業

８０％以内）

ＮＰＯ公益活動支援

NPO 等が専門性を発揮して行

上限５０万円

平成２７年

事業

う地域の課題解決につながる

（補助対象経費の

４月１日～

事業

５０％以内）

提出・問合せ先

北九州市市民活動

４月３０日

サポートセンター
(担当：沖野・飯尾)

４月３０日

まちづくりステップ

地域の特性を活かした活動や、 上限３０万円

平成２７年

事業を行う各区の

アップ事業

地域の活性化につながる新た

（補助対象経費の

４月１日～

区役所総務企画課

なまちづくり活動

５０％以内）

４月２１日

助成金等の情報
助成金名

分野

第２７回ＮＨＫ厚生文化事業団「わかば基金」

福

団体名

社会福祉法人ＮＨＫ厚生文化事業団

祉

公益財団法人区画整理促進機構

まち

平成２７年度街なか再生助成金

２０１５年全労済地域貢献助成事業

締切

街なか再生

づくり

全国支援センター

子ども

全国労働者共済生活協同組合連合会

環

（全労済）

境

３／３１
３／３１

４／８

※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「行列ができる講座と思わず手にとるチラシの作り方」

まとめ

イベントや講座で「人が集まらない」
「新規の参加者が少ない」と悩んでいる団体も多いと思います。
こうした団体のために、事業の企画や広報、ＰＲのレベルアップに向けた上記セミナーのポイントをまとめました。
１

まずは企画ありき！
年齢・性別・ライフスタイルによって、価値観や興味、抱えている課題はまったく違います。対象者を絞って企画を立

てることが、人が集まる講座の大前提です。
また、ちらし作りでは、対象者によって、文字の大きさ、言葉遣い、広報媒体や申込方法を工夫しましょう。
２

タイトルにこだわる
人がセミナーに参加するのは、「自分のため」です。参加すればどんなメリットがあるのか、
「ゴールの見えるタイトル」

をつけましょう。
例：Before「成年後見人制度学習会」→After「死ぬまでに、これだけはやっておきたい生前準備セミナー」
≪人が集まらないタイトル≫

３

・認知度の低い専門用語

「男女共同参画」
「メディア・リテラシー」

・社会背景型

「晩婚化と男女のゆくえ」
「男女共生時代を生きる」

・疑問形

「NPO って何？」
「ファミリーサポートとは？」

・レッツ系

「人権を今学びあおう」
「地域で子育てを楽しもう」

担当者の熱意と努力
「この話を聞いてほしい」
「社会課題解決のために大切なことだ」と思えば、広報・宣伝にも力が入ります。
失敗しながらも、熱意を失わず努力することが大切です。

■講師 ; 坂田静香 氏
福岡県出身。東京都大田区在住。ＮＰＯ法人男女共同参画おおた理事長。男女平等推進センター（エセナおおた）長。「男女共同参画」という
人が集まりにくいテーマにも関わらず、独自の分析力と熱意で、定員オーバーの講座を連発するようになり、全国でそのノウハウを伝授している。
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ＮＰＯ法人数・設立申請状況（平成２７年２月２８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
◆FMC 総合型地域スポーツクラブ
◆国際交流・フォーラムこくら南
※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。
）

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
３月２５日（水）１０：３０～１２：００
◆認定ＮＰＯ法人制度説明会◆
３月２５日（水）１９：００～２０：００
◆NPO 入門説明会◆
３月２６日（木）１８：３０～２０：００
◆サポートセンターの日◆
４月

８日（水）１９：００～２０：００

◆NPO 入門説明会◆

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。
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。
「寄付と励ましで児童養護施設の子どもを支える
奨学金プログラム」
○スピーカー：カナエール福岡 北九州支部
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。

サポートセンターから、印刷機利用方法変更のお知らせ
４月１日から、サポートセンターに設置している印刷機の利用方法が変わります。
・コムシティの印刷機も、事前予約が可能になります。なお、予約が入っていない時間帯は、予約なしで
利用可能です。
・キラキラネットで予約状況を確認いただけるようになります。空き状況を確認の上、電話又はＦＡＸで
お申込ください。

✍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）

◇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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先日、博多に行きました。
駅内で用事を済ませて、外
に出ると、来た時と様子が一
変しています。大勢の人で、
警備も半端ではありません。
「なんだ？どうした？」と思
っていましたが、すぐに状況
がわかりました。
ももいろクローバーＺが、
映画の宣伝でやってきていた
のです。メンバー５人がそれ
ぞれ異なる地方で舞台挨拶し
て、最後に、全員が博多駅に
集結したのです。
５人の元気と真剣さ、それ
を支えるファンの力強さが心
に響き、楽しい気分で駅を後
にしました。
ｂｙ パックン

