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北九州市市民活動
サポートセンター
ー

～人との出会いに導かれて～

ミャンマー
「シーピンター小学校」にて

第１８４回

サポートセンターの日

■「北九州再発見」

発表団体

代表

民谷

喜美子氏

「北九州再発見」は、北九州の郷土史を学び、実際に
史跡を訪ねるバスハイク等の開催や、門司区の「世界
平和パゴダ」との交流をきっかけとしたミャンマーで
の学校づくり等、様々な活動を行っています。
興味のある方は参加されてみませんか。
４月 15 日（日）第 39 回「藍島古代歴史ロマン」
海岸の千畳敷を望む「貝島」などを見学します。
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子育てが落ち着いた後、もっと子どもたちに教えたかった“郷土の歴史”を学びたいという気持ちが
強くなり、ＰＴＡの歴史講座や地元のまちづくりを考える会などに参加するようになったという民谷さ
ん。そこから携わった約２７年間の様々な活動についてお話しいただきました。

平和祈念像の建立
昭和１９年６月１６日の旧小倉陸軍造兵廠空襲により、動員された十代の若者が多数犠牲になった悲
しい出来事があったことを知り、このことを何とか形にして後世に伝えたいとの思いから、募金活動や
フリーマーケット等で資金を集め始めました。その資金で「平和祈念像」を当時の九州厚生年金会館（現
アルモニーサンク北九州ソレイユホール）前に建立することができました。

まだまだ知られていない北九州
こうした活動を通じ、北九州にはあまり知られていない史跡
が数多く残っているが、集客率等の理由からツアーの企画がな
いことを知り、地域の歴史、伝説、名所などを学ぶ団体「北九
州再発見」を平成１９年に立ち上げました。
“小倉城下平和ウォーク”を空襲のあった６月１６日に毎年
開催しているほか、関門周辺の下関要塞群といった明治時代の
戦争遺構や、各地域に点在する史跡・伝承を訪ねるバスハイク

下関要塞群のひとつ 高倉堡塁跡（小倉南区）

等を年に３～４回開催しています。

ミャンマーの学校建設支援
約５０年前、門司区にある“世界平和パゴダ”で自分と同じ位の若
いミャンマーの僧侶に出会い、遠く離れた日本で両国の親善、交流、
戦没者慰霊などをしている姿が深く心に残り、その後の活動を始める
きっかけとなりました。平成１３年頃ミャンマーの僧侶や留学生、歴
史研究の教授たちと交流をしていく中で、ミャンマーでは校舎が古く
狭いため、野外や隣接するお寺で学んでいる子どもたちがたくさんい
ることを知りミャンマーでの学校建設支援に向けた募金・寄付活動を
始めました。そして、日本の方の温かい支援のおかげで、平成１４年に最初の小学校の校舎を建て替える
ことができました。その後、ミャンマーの不安定な政治情勢に加え、仕事と活動の両立が難しく、支援で
きない時期もありましたが、これまで 6 校の小、中学校の建て替えと１校の中学校の開校に携わってきま
した。

～人との出会いに導かれて
今後の夢は？という質問に、
「平和祈念像に『歴史説明版』を設置したい」、
「幕末の英雄、小倉藩家老

島村志津摩の像を建てたい」、
「ミャンマーの子

どもたちがスポーツを楽しめる環境を整えたい」と、尽きることのない数々
の夢を語ってくださいました。
今回の民谷さんのお話で印象に残ったのは、「私ひとりでは到底できなか
ったこと。多くの人との出会いがあって導いてもらって、今の私がある。」
という周りの人たちへの感謝の言葉。そんな謙虚なところも民谷さんの魅力
なんでしょうね。今後も益々の活躍を期待しています。
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文

化

芸
医

●平成３０年度「北九州市文化振興
基金奨励事業」
（上期募集）

術
療

●第１２回読売あをによし賞

★助成金額：詳細はＨＰでご確認ください。

★助成金額：詳細はＨＰでご確認ください。

★締切：２月２８日（水）必着

★締切：２月２８日（水）必着

★北九州市市民文化スポーツ局文化企画課

★読売新聞大阪本社

●２０１８年度

ＮＰＯ

環 境
子ども

●ＡＫＢＮ
（アケボノ）ファンド助成
次世代育成支援活動への助成

★助成金額：１件あたり上限１００万円
★助成金額：詳細はＨＰでご確認ください。
★締切：１２月２６日（火）消印有効

●海と日本ＰＲＯＪＥＣＴ
サポートプログラム

★助成金額：補助率８０％以内 上限金額なし
★締切：３月９日（金）１７：００

★締切：２月２８日（水）２３：５９
★一般財団法人
九電みらい財団
★特例認定ＮＰＯ法人アカツキ

祉

★公益財団法人日本財団
●２０１７年度経済的困難を抱える

まちづくり

子どもたちの学び支援活動助成
保健福祉 ●第３０回ＮＨＫ厚生文化事業団
★助成金額：１件あたり１００万円～２００万円
その他 「わかば基金」

●地域活動団体への助成

「生活学校助成」
まちづく
★助成金額：詳細はＨＰでご確認ください。
り
★締切：３月３０日（金）
★公益財団法人あしたの日本を創る協会

福

祉

★締切：１月５日（金）必着
★助成金額：詳細はＨＰでご確認ください。
★公益財団法人
ベネッセこども基金
★締切：３月３０日（金）必着
★ＮＨＫ厚生文化事業団「わかば基金」
●第２２回 米百俵賞

●第１９回北川奨励賞

その他 ●連合・愛のカンパ「中央助成」
環 境
★助成金額：１件あたり上限５０万円
国際協力

保健福祉 ●第７０回 保健文化賞
★表彰内容：表彰盾、副賞（１００万円）
子ども

★助成金額：上限なし
★締切：１月１２日（金）必着
★締切：３月３１日（土）
★（特非）コーポレートガバナンス協会

★締切：１月１２日（金）消印有効
★表彰等：詳細はＨＰでご確認ください。
スポーツ
★公益財団法人
長岡市米百俵財団事務局
★締切：４月１６日（月）当日消印有効

★日本労働組合総連合会

★第一生命保険株式会社

子ども ●お金をまわそう基金
★助成金額：１件あたり５０～１００万円
社会教育

まちづくり

★助成金額：詳細はＨＰでご確認ください。
★締切：１月１６日（火）必着
★締切：４月（予定）
★公益信託今井記念海外協力基金

★助成金額：詳細はＨＰでご確認ください。

★公益財団法人お金をまわそう基金

★福岡県中小企業振興課 地域経済係

国際協力

●福岡県行きたくなる商店街づくり
事業補助金

★締切：随時

環

境

●公益財団法人倶進会 一般助成

※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。

★助成金額：詳細はＨＰでご確認ください
★締切：１月２２日（月）必着
★公益財団法人 倶進会

★北九州市内のＮＰＯ法人数：３２９団体★
※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。
）

設立認証申請中の団体
❖ＮＰＯ法人北九州ゴルフ振興協会

❖ＮＰＯ法人ハッピービー
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内 容

日

時

市民活動団体の為の PR 集中講座❖

ＮＰＯ入門説明会 ３／１４（水）
（ＮＰＯ法人設立の

３／２８（水）

準備を始めた方向け）

どちらも 19:00～20:00

社労士相談会
（労務に関する相談）

１day

❖NPO・

『〝 伝える力 ″は〝 変える力 ″』

２／２１（水）

日時：３月２５日（日）
１０：００～１８：００
時間なし・予算なし・人手なしの、ないない

３／１４（水）

づくしの活動の中で、想いや活動実績を“伝え

どちらも 10:00～16:00

る”「PR」という一点に的を絞り、凝縮した講
座をお届けします。

❖ＮＰＯ入門セミナー❖

❖３月サポートセンターの日・ＮＰＯ活動発表会❖

『薬膳でいきいき健康生活

『市民活動をはじめよう！』

～家庭で出来る美味しい薬膳～』

日時：２月２８日（水）
１８：３０～２０：１５

日時：３月２２日（木）

講師：内田 満氏（ＮＰＯ法人理事長）

１８：３０～２０：００

熊谷 朱江子氏（税理士）

発表：特定非営利活動法人

市民活動を始めようとしている方向けに、

いきいき薬膳研究会

ＮＰＯの基本と会計上の注意点について説明。

◆

専門相談員の紹介

野口

◆

和夫

理事長 北村 眞知子氏

サポートセンターでは、専門相談員が相談をお受けしています
（金曜日以外、毎日）。
市民活動のことなど、お気軽にご相談ください。相談は無料です。

（第１・３・５土曜日 １７：００～２１：００）
団 体 名

語り・朗読とまなびの会
ご案内
●日時 毎月第３土曜日
17:00～19:00
●場所
●心地よさがやみつきに
なりますよ、ぜひどうぞ。

●語り・朗読「宙（そら）のサカナ」

活動内容 ・読み聞かせ・文学作品を通して行う
子どもや高齢者への支援

専門分野

・子育て支援、高齢者生きがい支援、
演劇的手法からのコミュニケ－ション支援

✍編集後記

ＮＰＯ・市民活動の相談窓口

◆北九州市市民活動サポートセンター

連日、オリンピックの熱

ＴＥＬ：０９３-６４５-３１０１
ＦＡＸ：０９３-６４５-３１０２

キラキラネット

検索

戦が報道されています。

開館時間：月～土１０：００～２１：００

大技に「お～！！」、選

日・祝１０：００～１９：００

手の転倒に「うぁ！！」と

（毎月第 1・3・5 月曜日及び年末・年始は休館日）

北九州市八幡西区黒崎三丁目 15－３

コムシティ３Ｆ

一喜一憂しています。家族
からは、「うるさい」と言

ＨＰ（キラキラネット）http://www.kirakirakitaq.jp

われますが、毎日楽しんで

メールアドレス

います。 ｂｙ うらら

support3@axel.ocn.ne.jp
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