ニュースレター

ＮＯ．１６２
平成２７年８月１５日

北九州市
市民活動サポートセンター

を増やし
のある子どもへ
下の図には１３か所の「危険」があります。考えてみてください。

答えは、次ページ最下段（CONE

安全管理ハンドブックより）

annzennkannri ）

第１５７回

サポートセンターの日

■特定非営利活動法人

ＫＩＤ'ｓ

発表団体
ｗｏｒｋ

代表理事

大久保

体験を通じて多くのことを仲間と共に感じ、感性・社会性・創
造性を育んでいけるよう子どもたちを支援しています。
HP、facebook では、たくさん活動の様子を紹介しています。
ぜひ、ご覧ください。 きっずわーく
検索
★★きっずわーくを支える活動支援者も募集しています★★

○特定非営利活動法人
〒８０２－０８２６

ＫＩＤ'ｓ

ｗｏｒｋ

北九州市小倉南区横代南町１－６－１５

E-mail: daisuke.kidswork@gmail.com
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大助氏

◆ 大人の「あぶない」の中に

都市化や生活スタイルの変化にともない、子どもた

子どもの「おもしろい」がある◆

ちが木登りをしたり刃物を使ったりする機会が減って
います。また、親は子どもに怪我をさせたくない「親
心」から、危ない事から遠ざけがちです。
やってみたいと思って、挑戦する危険（リスク）の
中には、子どもたちの達成感や喜びにつながる「おも
しろい」があります。
今回のサポの日。初挑戦の鉛筆削りにも子ども達は
ぎこちない手つきながら、根気強く削っていました。
缶切りにしても不便さの中に「楽しさ」を見つけてい

缶 切 り初 挑 戦 。使 い方 から教 わり ます。

く姿を見ることができました。

◆ 大人にこそ知ってほしい「リスク」と「ハザード」そして「リスク」と学び ◆
「危険」には、例えば遊具の故障・劣化や天候の変化のよう
な目に見えない危険（ハザード）、あるいは刃物を使って指を
切る、火を使ってやけどをするなど、何かをやってみたいと思
って挑戦する危険（リスク）があり、この２つは区別する必要
があります。
適切な指導と見守りの中で「リスク」をコントロールし受け
入れていく体験活動では、
「リスク」は子どもたちの「学び取
り・考える力」を育て自信と成長の糧になります。

◆ 「見てないこと」は、想像もつかない 「してないこと」は、できない ◆
２０１２年小学生に実施した市の調査で、ナイフでの鉛筆削りを上手に削ることができた子はいませ
んでした。実際に体験する機会がないだけでなく、モデルとなる大人の姿も見たことがなければこうし
た結果にも納得できます。
あえて、子ども達にとって不便な環境を用意し、自分で「考え」
「決
断」し「行動する」機会をつくることが不可欠です。そのような「不便
な」
「困難な」場面における体験こそが子ども達を成長させると考えま
す。ＫＩＤ’s work では、子ども達自身が羽釜でご飯を炊き、薪で風
呂を沸かすという生活体験プログラムを用意しています。
これからも「自然体験」や「ものづくり」を通して子ども達の可能性
を広げていく取り組みを行っていきます。
≪サポの日の子どもたちの感想≫「普段は出来ない体験がで
きて、楽しかった（小５）」「知らないことがたくさんあって
楽しかった（中１）」「家でもしたい（小２）」「だんだんコツ
をつかんで、鉛筆の形にするのが楽しかった（小６）」
【危険予知トレーニングシート答え】
・刃物の使い方（５か所：不安定なまな
板・人に向けている・よそ見・机から出ている・走っている）
・カセットコン
ロの使用法（２か所：並べて鉄板を乗せる等・ボンベが熱せられると、爆発
の危険性が高まる）
・軍手（２か所：素手で作業をしている・軍手を濡らして
いる）
・人がいるのに着火剤を入れようとしている・火の回りに燃えるものが
ある・帽子をかぶっていない・大鍋に熱いものが並々と入っている
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助成金等の情報
助成金名

分野

団体名

締切

子ども・環境

公益財団法人

公益推進協会

８/26

平成２７年度 地域ボランティア
活動支援のための助成事業

福祉・環境

社会福祉法人

福岡県社会福祉協議会

８/28

２０１５年度日本女性学習財団賞

男女共同参画

公益財団法人

日本女性学習財団

８/31

第８回 夢屋基金

平成２７年度北九州市文化振興基金
奨励事業 下半期募集

芸術・文化

北九州市
（市民文化スポーツ局文化企画課）

第９回 未来を強くする子育て
プロジェクト

子ども・福祉

住友生命「未来を強くする子育てプロジ
ェクト」事務局

第 19 回ボランティア・スピリット賞

子ども・環境

ボランティア・スピリット賞

第２２回 ボランティア活動助成

福祉

２０１５年度子どもたちの
「こころを育む活動」

子ども

８/31
9/9

事務局

9/11

公益財団法人大和証券福祉財団事務局

9/15

公益財団法人

9/16

パナソニック教育財団

※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７月 3１日現在）
303 団体

北九州市内のＮＰＯ法人数

設立認証申請中の団体
◆北九州グリーン都市研究会
◆暮らしの間研究所

◆東九州交流活性プロジェクト

◆門司港レトロ・犬猫を守る会

◆老いを支える北九州家族の会

◆あそびとまなび研究所

◆どんぐりファミリー

※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法人の基本再確認

～役員の任期について～

役員の任期は、定款に２年又は１年として定めます。第１期の任期満了日は、一般的に、定款附
則に、成立の日から○年○月○日まで又は○年度に開催する通常社員総会終了時までと明記します。
以後、任期満了日は、この附則に定めた日から定款に定められた期間（２年又は１年）経過後と
なります。なお、任期の伸長規定を定款に定め、実際に任期の末日後最初の総会で役員を選出した
場合の任期は、２年又は１年経過後の選出日が満了日となります。
伸長せずに任期満了前に選任した場合
役員の任期が２年で、５月３１日に任期満了する役員を、５月２９日の社員総会で選任し、そ
の就任を総会の席上で承諾した場合、就任の起算日は６月１日午前０時となり、任期は２年後の
５月３１日に満了します。
伸長規定が置かれており、伸長した場合
総会で役員を選任し、その候補者が席上即座に就任を承諾した場合、就任の効果は総会終結時
から発生します。
役員の任期が２年で、６月２日に社員総会で選任、即時就任承諾があった場合、就任の効果は
総会終結時から生じますが、任期の起算日は６月３日となり、２年後の６月２日に満了すること
になります。
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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）
８月
26
(水)

時

間

10:00～16:00

26
(水)

10:30～12:00

26
(水)

19:00～20:00

27
(木)

18:00～21:00

2７
(木)

９月
9・16

(水)
9
（水）
10
（木）
24
（木）
2４
（木）

18:30～20:00

時

間

10:00～16:00
19:00～20:00
18:00～21:00
18:00～21:00

18:30～20:00

講

座

名

内

容

税理士が会計や税務に関する相談をお受けします。

◆税理士相談会
（NPO 法人向け）◆

◆認定ＮＰＯ法人

※毎月第２・第４水曜日に開催予定です。
認定制度の概要について、説明します。

制度説明会◆
◆NPO 法人入門説明会◆

※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です。
※毎月第２・第４水曜日に開催予定です。

◆ NPO のためのファンドレ 基礎と必要性を知ろう！実践者の事例を分析！
イジング入門講座（第 1 回）

講師：NPO 法人アカツキ

◆サポートセンターの日◆

折り紙の魅力再発見
～一枚の紙が生み出す国際交流～
ＩＯＶ国際交流折り紙ボランティア

講

座

名

内

代表理事

永田賢介氏

容

税理士が会計や税務に関する相談をお受けします。

◆税理士相談会
（NPO 法人向け）◆

◆NPO 法人入門説明会◆

※今月は第２・第 3 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です。
※毎月第２・第４水曜日に開催予定です。

◆ NPO のためのファンドレ 支援者が満足する寄付の企画を学ぼう！他
イジング入門講座（第２回）

講師：NPO 法人アカツキ

代表理事

永田賢介氏

◆ NPO のためのファンドレ 支援者へ伝わる呼びかけ文をつくろう！他
イジング入門講座（第３回）

講師：NPO 法人アカツキ

◆サポートセンターの日◆

レッツ！！シナプソロジー®～脳とからだの活性化～
ちーむ・レク☆さす

代表理事

永田賢介氏

✍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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残暑お見舞い
申し上げます。
毎日、暑い日が続いて
いますが、皆さん夏バテ
していませんか？
幸か不幸か、今ま で
「夏バテで食欲が・・・」
と言ったことがありま
せん。“夏ヤセ”なんて
未体験！頑丈な胃腸に
感謝です！！
この有り余るパワ ー
を、今後のサポートセン
ターで有効活用できた
らと思います。
ｂｙ キティ

