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北九州市市民活動
サポートセンター
ー

第１９４回

サポートセンターの日

■NPO 法人わくわーく

ＮＰＯ・市民活動体験交流会

■しあわせコーヒー研究所／地球のステージチーム九州

■カリブーニひまわりの会

■NPO 法人地域医療連繋団体.Needs

多くの方に NPO 活動を知ってもらうことを目的に、初めて開催しました。参加者は、フェアト
レードコーヒーやケニア紅茶の試飲、手作りクッキーの試食をしながら、各ブースをまわり、物販
や健康づくり体験（ケアトランポリン）等を通して、普段接点の少ない NPO 団体の方々と交流し
ていました。
マルシェを開催した 12 月は「寄付月間」。ただ、NPO 団体に対する支援は寄付だけではありま
せん。日用品を NPO 団体から購入することや、団体のイベントに参加してみることも立派な団体
支援です。市民活動サポートセンターでは、NPO 団体のイベントなどの情報を HP やメールマガ
ジンで発信しています。興味のある方は確認して NPO 団体の活動に関わってみてください。
キラキラネット
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クリスマス プチ マルシェに出展してくれたＮＰＯ団体を紹介します。
（①当日の出展内容 ②団体の活動概要 ③近く開催されるイベント情報）

N PO 法 人 わ く わ ー く

カリブーニひまわりの会

①障がい者が手作りした

①ケニアで使用されてい

お菓子や雑貨を販売。

るカラフルな布やそれ

②障害福祉サービ事業所

で作られた雑貨、民芸

「BOCCHI」の運営の

品、紅茶等を販売。

ほか、市内の障がい者

②「ケニアの子どもたちが未来を語れる国づく

施設で作られたお菓子をセットにして企業等

り」を支援するため、小学校や診療所の建設、

に配達・販売する「おいしい輪☆ぷろじぇく

遊牧民への巡回診療などを行っています。

と」等に取り組んでいます。

③「One Love Project」（有料）
日時：2 月 10 日（日）18 時～20 時 30 分
会場：JICA 九州 3 階 大会議室（八幡東区平野）
内容：ルワンダで 20 年以上義足や杖を無償提供し、
パラスポーツ振興にも貢献している団体（ムリ
ンディ／ジャパン・ワンラブ・プロジェクト）
の活動発表会。カリブーニひまわりの会も参加
し、アフリカの軽食を提供します。
連絡先：karibunihimawarinokai@gmail.com

③「第 5 回春のスウィーツ広場 in 中央町」
日時：3 月 23 日（土）10 時～15 時
会場：八幡東区中央区商店街ふれあい広場
内容：市内の障害福祉サービス事業所が大集合！
製品販売、飲食ブース、音楽イベントなど。
連絡先：wakuwakuinfo@wakuwa-ku.com

N PO 法 人 地 域 医 療 連 繋 団 体 .N eeds

しあわせコーヒー研究所

①年齢、体力にかかわらず誰もが負担なく筋力
を鍛えることができる「ケアトランポリン」の

地球のステージチーム九州

体験会と健康講座を開催。

①認定ＮＰＯ法人ピースウインズ

②「皆が支え合い笑顔で過ごせる地域医療の実

ジャパンの東ティモール産フェア

現」を目指し、
「介護予防セミナー」や地域・

トレードコーヒーを紹介、販売。

学校等での「出前授業」を実施。大学生を中心

②「お買い物で始まる支援（お買い物投票権）
」

とした医療研究組織「ヘルスラボ」を立ち上

「人と地球に優しい公正な流通のしくみ」の

げ、地域コミュニティ事業「engawa」に取り

理解を深めるため、途上国の作物や製品の販

組むなど、次世代の育成

売を行っています。また、世界の紛争や災害を

にも力を入れています。

映像と音楽で伝えるライブ公演「地球のステ

③「engawa」
（直方版）

ージ」を 2006 年より応援。本市での公演を

日時：2 月 10 日（日）
11 時～14 時
会場：Bouton（ボタン）
（直方市殿町２－8、JR 直方駅より徒歩 10 分）
内容：コミュニティカフェ。ランチやドリンクメニュ
ーが楽しめる学生手作りの交流の場です。
連絡先：nponeeds@gmail.com

企画しています。
③「地球のステージ

2019

北九州公演」

（有料・学生無料招待あり）
日時：2 月 21 日（木）18 時～21 時
会場：男女共同参画センター ムーブ ２階ホール
内容：世界と出逢う！大スクリーンの映像と音楽と
語りによるライブステージ
連絡先：sunserl0303@gmail.com

社会福祉法人もやい聖友会
①NPO 法人地域医療連繋団体.Needs ととも
に、
「ケアトランポリン」体験会を開催。

コーヒーでみる、お金の流れの違い

②福祉施設を拠点とした多世代共生社会の実現
に向けて、認知症行方不明者の捜索模擬訓練

企 業

NPO

を開催しているほか、地域活動にも積極的に

（営利活動）

（非営利活動）

参加しています。
③「黒崎まちなかおれんじかふぇ」

配当

日時：毎月第 3 火曜日 10 時～16 時
会場：黒崎カムズ一番街
内容：ケアトランポリン体験、健康チェックなど
連絡先：電話 093-631-2100

（株主など）

利益
＋
必要
経費
【代金】
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社会課題解決
に向けた

（次の）

活動費

助成金情報
助成制度名
平成 31 年度
福岡県森林（もり）づくり活動公募事業
平成 31 年度
地域の伝統文化分野助成
2019 年度 WAM 助成
2019 年度「ネオニコチノイド系農薬
に関する企画」公募助成

分野
環境

実施主体
福岡県農林水産部 林業推進課

文化
福祉

公益財団法人明治安田
クオリティオブライフ文化財団
独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人

環境

アクト・ビヨンド・トラスト

締切
1/31

1/31

1/31

2/1

2019 年度 WAM 助成（モデル事業）

福祉

独立行政法人福祉医療機構

第 13 回読売あをによし賞（顕彰）

文化

読売新聞社

2/28

公益財団法人ノエビアグリーン財団

2/28

公益財団法人杉浦記念財団

2/28

2018 年度
公益財団法人ノエビアグリーン財団助成事業
第 8 回（活動）杉浦地域医療振興助成

子ども
福祉

2/7

※当センターの助成金コーナーに紙ベースでの情報を設置しています。
また、ホームページ〈キラキラネット〉の「助成金情報」にも掲載しています。
貴法人の定款をご確認ください！
平成２８年６月の特定非営利活動促進法改正に伴い、平成３０年１０月から、法人自らが貸借
対照表の公告を行うことが義務づけられました。
貴法人の定款が、下記のようになっている場合、貸借対照表の公告を、遅延なく官報に掲載し
なければなりません。
（官報への掲載は有料です。
）

なお、貸借対照表の公告については、内閣府 NPO 法人ポータルサイト
へ掲載するなど、無料の方法もありますので、必要に応じて定款変更の手
続きを行ってください。
市民活動推進課（市民活動サポートセンター内）にご相談ください。

★北九州市内のＮＰＯ法人数：３３６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
現在設立認証申請中の団体はありません。
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内 容

１月

２月

税理士相談会

１／ ９（水）16:00～21:00

（会計や税務に関する相談）

１／２３（水）10:00～16:00

２／２７（水） 10:00～16:00

Ｎ Ｐ Ｏ 入 門 説 明 会 １／ ９（水）・１／２３（水）
（ＮＰＯ法人設立の
準備を始めた方向け）

２／２７（水） 19:00～20:00

どちらも 19:00～20:00

❖ＮＰＯ入門セミナー❖

❖２月サポートセンターの日

『市民活動をはじめよう！』
北九州にサンタクロースがやって来た！

日時：２月１３日（水）
１８：００～１９：３０
講師：内田 満氏（ＮＰＯ法人理事長）
熊谷 朱江子氏（税理士）
認証担当者（市民活動推進課）
定員：20 名（先着順）
これから市民活動を始めようとしている方向け

～子どもの笑顔から生まれる新しい支援のカタチ～

日時：２月２８日（木）
１８：３０～２０：００
発表団体：チャリティーサンタ北九州支部

サンタクロース活動を北九州市内で行って に、ＮＰＯの基本と会計上の注意点について説明
いる団体さんです！

します。

【ＮＰＯ法人事務体制整備ノート活用講座】
開催します！

★ラジオ出演団体募集中！
活動紹介やイベントＰＲをしませんか！

日時：２月 1１日（月・祝）

コミュニティ FM 放送局の「FMKITAQ」に
出演していただける団体を募集しています。
（10：３０～１０：４５

1４時～1６時
会場：男女共同参画センター・ムーブ
小セミナールーム

ＦＭ７８．５MHz）

【1 月・2 月の出演団体】
1/１７（木） ・北九州 Toastmasters Club
1/２４（木） ・学園&地域交流ネットワーク
2/７ （木） ・ボランティアフェスタ
ｉｎ八幡西実行委員会
詳細は
サポートセンターまで
お問い合わせください。

講師：永田賢介氏
（認定ＮＰＯ法人アカツキ代表理事）
定員：３０名（先着順）
NPO 法人運営のために制作されたノートを
使って、法人の実務の全体像をつかみましょう。

✍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
ＴＥＬ：０９３-６４５-３１０１
ＦＡＸ：０９３-６４５-３１０２

キラキラネット

開館時間：月～土１０：００～２１：００
日・祝１０：００～１９：００
（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

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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検索

除夜の鐘をつき、新年を迎え
ました。昨年来「平成最後の
…」というフレーズをたくさ
ん耳にしますね。
「元号が変わ
る＝新しい時代のスタート」
でもある２019 年！癒しに
満ちたステキな年となります
ように♪
ｂｙにこひめ

