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北九州市
市民活動サポートセンター

第１６１回 サポートセンターの日

発表団体

■仮認定特定非営利活動法人響ホール室内合奏団
理事・首席チェロ奏者

関原

弘二氏

北九州市の音楽専用ホール・響ホール初代館長の“地元の演奏家を育てていきたい”と
いう熱意から平成１０年に結成。北九州市の隅々まで出かけ音楽を届ける活動を行ってい
る。平成２６年には、仮認定特定非営利活動法人として認定。
〒805-0061
北九州市八幡東区西本町三丁目４－３ レリアンス 201 号
TEL：093-647-0565 FAX：050-3488-5484
E-メール：info@hibikistrings.jp
ＨＰ：http://www.hibikistrings.jp/
♪HP、facebook では、より多くの活動の様子を紹介しています。ぜひ、ご覧ください。
響ホール室内合奏団
検索
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平成２７年１２月１７日のサポートセンターの日は、響ホール室内合奏団による
「クリスマスコンサート」を開催し、多くの市民が来館しました。

◆慌ただしさを忘れるひと時◆
最初の曲はチェロの最も有名な曲、サンサーンス作曲の「白鳥」
。ゆったりと奏でられる音色に、
みなさんうっとり。参加者の方で「チェロが好きなんです。
」と言われた方が数名いらっしゃいまし
たが、納得‼
ストラディバリウス人気のひみつ

曲の合間には、ヨーロッパでの音楽文化発展の背景
やストラディバリウスの人気のひみつなどの「音楽講
座」や非営利活動の解説などの「プチ NPO 講座」も
ありました。

楽器は、通常、誕生後に徐々に改良され形
状や音色が変わっていくため、昔のものは、
楽器として使用されなくなります。しかし、
ヴァイオリンは、誕生後４５０年間かたちを

さらには、高価な弓と練習用の弓でのヴァイオリン

変えていません。このため、現役の楽器とし

の弾き比べや、水戸黄門のテーマ演奏や効果音の出る

て３００年以上すばらしい音色を出し続け

打楽器によるクイズなど、学びあり楽しさありの発表

る、ストラディバリウスの価値は下がらず人

に、会場は笑顔と拍手にあふれていました。

気があります。

◆「街かどへ音楽を届けたい」想いからＮＰＯ法人化 ◆
いこと」は、想像もつかない
「してないこと」は、できない ◆
「音楽がなくても毎日の生活を送ることはできる。音楽があ
るから、何かがすぐに良くなるわけではない。しかし、音楽を
聴くことにより、心が癒されたり、元気が湧いてくる。毎日暗
いニュースを見聞きする今だからこそ、街へ音楽を届けた
い！」という想いを実現するために、利益を社会に還元してい
くＮＰＯ法人となりました。
多くの方に喜んでもらうため「クラシック」はもちろん「演
歌」や「ポップス」まで幅広いレパートリーを持ち、市民セン
ターなど、身近な場所でも演奏しています。

飛び入りでヴァイオリン奏者
長島さんも参加。

◆響ホール室内合奏団が大切にしているもの ◆
なぜ、このような活動を始めようと思ったのか
◆
『ほっとする心や優しい心、
「平和」へとつながるような活動をし
いこと」は、想像もつかない 「してないこと」は、できない ◆

ていきたい。
』

そうおっしゃる関原さんが最後に選ばれた曲は、チェロの神様と
呼ばれたパブロ・カザロス氏が世界国際平和デーに国連本部で演奏
し、有名になったカタルーニャ民謡の「鳥の歌」
。
「私の生まれた故郷の鳥はピース、ピース（平和、平和）と鳴く
のです。
」と言い演奏されたそうです。
せつないチェロの音色が室内に響き渡ったあと、
会場は大きな拍手に包まれました。

【参加者アンケート】●弦の音、空気の振動が感じられて良かった。●鳥の歌一番好きです。
●クラシックについて知らないことが多く、音楽史や楽器、時代背景、ＮＰＯ活動について
も聞けて良かった。●素晴らしい音色に癒された。●日本はこういったパフォーマンスがま
だまだ少なく理解も少ない。多くの人に知ってほしい。
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助成金等の情報
助成金名

分野

第１１回アステラス・スターライトパートナー
患者会助成

保健・福祉

アステラス製薬株式会社

１/２９

地域活動団体への助成「生活学校助成」

まちづくり

公益財団法人
あしたの日本を創る協会
生活学校担当

１/２９

環境・その他

日経ソーシャルイニシアチ
ブ大賞

１/３１

国際協力

公益信託 アジア・コミュニ
ティ・トラスト

２/１

福岡県農林水産部林業振興課
森林再生係

2/12

日本経済新聞社
第４回日経ソーシャルイニシアチブ大賞
アジア民衆パートナーシップ支援基金
平成２８年度

福岡森林づくり活動公募事業

環境

団体名

締切

※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１２月 3１日現在）
北九州市内のＮＰＯ法人数

3１１団体

設立認証申請中の団体
◆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

◆ジョイン

◆福岡こども未来工房

※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。）

～特定非営利活動法人北九州市難聴者・中途失聴者協会が仮認定を取得しました！～
ＮＰＯ法人が認定又は仮認定を取得すると、寄付をした人が所得税の税額控除を受けられ
るなどの税制上の優遇措置が適用されます。特に、寄付をしてくれた方に対する優遇税制を
アピールすることで、寄付を集めやすくなり、財政基盤の強化、活動の一層の発展が期待で
きます。
認定又は仮認定を取得するには、要件として、法人の運営組織及び経理が適正であること、
情報公開を適切に行っていること、法令違反、不正の行為等が認められないことなどの一定
の基準を満たす必要があります。
当センターでは、認定制度説明会や個別相談を行っていますので、取得をお考えの法人は
ご相談ください。※日程については事前予約をお願いします。
■市内所轄法人の取得状況
認定 NPO 法人
仮認定 NPO 法人

特定非営利活動法人抱樸
特定非営利活動法人響ホール室内合奏団
特定非営利活動法人北九州市難聴者・中途失聴者協会

■北九州市特定非営利活動法人の認定の手引き
http://www.kirakirakitaq.jp/format2/ninntei%20all.pdf
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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）
1月

時

間

講

座

名

内

容

27(水)

10:00～16:00

◆税理士相談会
（NPO 法人向け）◆

税理士が会計や税務に関する相談をお受けします。

27(水)

19:00～20:00

◆NPO 法人入門説明会◆

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。

28（木） 18:30～20:00

◆サポートセンターの日◆

ロロサエの森と出会った！
～東ティモールから始まった私たちの
ものがたり～

－地球交遊クラブ・
地球のステージチーム九州－

◆平成２８年度「市民活動団体
29(金)

2月
10(水)
10・24

(水)

19:00～20:00

時

間

北九州市環境未来都市推進支援事業補助

と市との協働事業」（補助金）
金の申請方法を説明します。
説明会◆

講

座

名

内

容

13:30～15:30

◆NPO 法人会計入門◆

活動計算書の作成等ＮＰＯ法人の会計について説明
します。

19:00～20:00

◆NPO 法人入門説明会◆

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のためのマーケティ 講師：長浜

洋二氏

13(土)

13:00～19:00

17(水)

19:00～21:30

◆助成金獲得のための企画書 ①意外と簡単！助成金申請書の書き方
の書き方セミナー １日目◆ ②意外とできる！審査員の心をつかむ「KP 法」

24(水)

19:00～21:00

◆助成金獲得のための企画書 講師：大久保 大助氏
の書き方セミナー 2 日目◆ 特定非営利活動法人 KID’s

24(水)

10:00～16:00

◆税理士相談会
（NPO 法人向け）◆

税理士が会計や税務に関する相談をお受けします。

◆サポートセンターの日◆

大道芸の夕べ ～腹の底から笑っていただきます。～
－びっくり箱－

25（木） 18:30～20:00

ング１日集中講座◆

株式会社 PubliＣo

代表取締役 CEO

work

代表

✍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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あけまして おめで
とう ございます。
新 し い 年 が スタ ー ト
しました。今年の干支は
申。申年に赤い下着を身
に付けると無病息災で
過ごせるということで、
はいてみました！
ジ ャ イ ア ン トば ば ぁ
がいる！！(笑)
今 年 も サ ポ ート セ ン
ターは賑やかな場所に
なりそうです。よろしく
お願いいたします。
ｂｙ キティ

