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北九州市市民活動
サポートセンター
ー

～知って納得！ニホンミツバチの不思議な世界～

第２０３回 サポートセンターの日

発表団体

■ＮＰＯ法人グリーンワーク

理事長

舛本

哲也氏

「緑豊かなまちづくりの推進」をミッションに NPO 法人を設立して１５年目。市民の意見を
反映した公園・景観づくりを目指して、関連イベントを企画・実施しているほか、幼稚園・保育
園の園庭や小学校の校庭の芝生化、花壇づくりに関わる運営ボランティアの育成等に取り組んで
きました。また、現在は山田緑地と北九州市ほたる館の指定管理者業務を受託しています。
「日本みつばちプロジェクト」は６年目に突入。プロジェクトでは、単にみつばちを飼育し、
採蜜するだけでなく、多くの人が関わる一連の活動を通じて、自然環境を守り、その必要性を子
どもたち等に伝え、北九州市の環境の素晴らしさを世界に発信していきたいと考えています。
みつばちプロジェクトは、毎月第１日曜日の 13 時から、山田緑地で開催中です。
（連絡先） 電話：０９３－３８３―６８０７

Ｅメール：info@green-work.net
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緑や景観に関わるプロ集団「グリーンワーク」

植え付けの様子

環境の授業

【園庭の芝生化】 子どもたちが遊ぶ園庭や校庭を芝生化するこ
とは、熱中症や砂ぼこり対策に効果があるほか、昆虫等が増え、
感触も心地よいため、外遊びが増えるという声もいただいてい
ます。これまで芝生化したのは約５０箇所。芝生化イベントで
は、生き物や環境に関する紙芝居を行った後、子どもたち自身
に芝生の植え付けをしてもらっています。

昨年芝生化した施設の声
・素足で歩ける！
・夏、過ごしやすかった。
・バッタなどの虫が集まり
子どもたちが喜ぶ。
・紙芝居は幼稚園児でもわ
かりやすかった。

【花壇づくり支援＆ボランティア育成】小倉北区の勝山公園をはじめ市
内各所で行われるガーデニングイベントに参加し、花壇づくりの助言・
支援を行うとともに、ボランティアの育成等にも取り組んでいます。
【歴史・文化と融合した景観の魅力発信】北九州風景街道推進協議会の
一員として、市内を横断する長崎街道の歴史や文化、美しい景色をゆっ
くり味わうための“ウオーキングマップ”を作成し、散策イベント等を
小倉駅 JAM ひろばを
緑豊かなウエルカムガーデンへ
変身させたこともあります。

企画・実施しています。ルートは、
「北九州おもてなしの“ゆっくりかい
どう”
」として九州初の風景街道に登録されています。

このように幅広く多様な活動ができるのは、グリーンワークのメンバーが、技術士や樹木医、園芸家
など様々な分野の専門家で構成されているから。まさに緑や景観に関わるプロ集団です。

「山田緑地日本みつばちプロジェクト」スタート！
私たちが毎日食べている野菜や果物の実りに、ミツバチはとても大きな役割を果たしています。
2011 年、国連環境計画（UNEP）事務局長は「世界の食料の 9 割を占める 100 種類の作物種の
うち、7 割はハチが受粉を媒介している」と報告しました。ハチがいなくなると、生態系が崩れ、人
間の食料事情も大きく変化。食料不足が進行する危険性が高まります。
そこで、6 年前にスタートしたのが、山田

【プロジェクトの目的】
①
②
③
④

日本全国で減少している二ホンミツバチ復活
二ホンミツバチの飼育技術の研究
森の仕組みや生態系などの環境教育の推進
二ホンミツバチを活用した地域資源の活用
⑤ 二ホンミツバチプロジェクトネットワークの構築

緑地での在来種二ホンミツバチを復活させる
プロジェクト。当初３年はハチが逃げ出し、
越冬せず、苦労しましたが、養蜂家の意見を
聞きながら改善を重ねた結果、昨年から、採
れた蜜を販売できるようになりました。

プロジェクトに関わってくれている人は約 200 名、うち 30 名程がニホンミツバチを自宅で飼育
しています。夏休みには「こどもミツバチ博士講座」を開催し、ハチと人間との関わりや自然環境の
大切さを伝えています。これからも、ニホンミツバチが生息する北九州の環境の良さをＰＲするとと
もに、地元産のニホンミツバチ蜂蜜が新ブランドとして親しんでもらえるよう取り組んでいきます。

蜂蜜の味の違いにびっくり！おいしさに手が止まりません
最後に、ニホンミツバチとセイヨウミツバチ、また産地の異なる蜂
蜜を食べ比べました。味と香りの違い、巣蜜（ハチが巣に集めたままの
蜂蜜）のおいしさに、自然の素晴らしさ、奥深さを感じました。プロジ
ェクトに興味のある方、ぜひ山田緑地へ足を運んでください！！
2

NPO 法人グリーンワーク
舛本さん
森川さん

助成金情報
助成制度名

分野

実施主体

締切

令和 2 年度「キリン・地域のちから応援事業」 まちづくり
令和 2 年度「キリン・福祉のちから開拓事業」
2020 年度年賀寄附金

配分事業

その他

環境

「活動助成」「NPO 自立強化助成」

手のひらパートナープロ

保健

グラム（第 8 期）募集
2020 年度
公益財団法人大阪コミュニティ財団助成
2020 年度エフコープ環境助成金
障がい者福祉助成金

10/31

日本郵便株式会社

11/８

福祉

2020 年度環境市民活動助成

田辺三菱製薬

公益財団法人キリン福祉財団

一般財団法人
セブンイレブン記念財団

11/15

「田辺三菱製薬 手のひらパートナ
ープログラム」事務局

11/15

NPO

公益財団法人大阪コミュニティ財団

11/25

環境

エフコープ組合員活動部

11/30

公益財団法人ヤマト福祉財団

11/30

保健・福祉

※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。

提出期限
11 月 30 日（土）

《団体登録の更新手続き》をお願いします！

当センターの団体登録は、2 年毎に更新の手続きが必要です。今回、更新手続きが必要な
団体には、ニュースレター送付の際に団体登録更新の案内を同封しています。
期限内での提出をお願いします。
提出書類：団体登録申請書、役員名簿（生年月日を忘れずに！）
提出方法：持参、郵送、FAX、E メール
※提出書類様式は当センターホームページからダウンロードできます。

北九州市内のＮＰＯ法人数：３１０団体
※市内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人数

【新規設立法人（令和元年９月中に認証）】
・NPO 法人多文化共生支援わごむ
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（令和元年９月末現在）

内 容

１０月

税理士相談会

１１／１３（水）16:00～21:00

１０／３０（水）10:00～16:00

（会計や税務に関する相談）

ＮＰＯ入門説明会
（ＮＰＯ法人設立の
準備を始めた方向け）

１１月
１１／２７（水）10:00～16:00
１１／１３（水）・１１／２７（水）

１０／２３（水）19:00～20:00

どちらも 19:00～20:00

❖ひとみらい交流ウィーク NPO 体験交流会

❖10 月サポートセンターの日・NPO 活動発表会

皿回し体験や食品バザー、パネル展示など。

ランドセルに夢と希望を込めて
ミャンマーの子どもたちへ

見て、食べて、体験しましょう！※予約不要

日時：10 月 24 日（木）

日時：11 月 9 日（土）1０時～15 時（予定）

発表：Dream Randosel
代表 井上 吉子氏

参加団体：日本スポーツ皿回し連盟
特定非営利活動法人 nest 他

ひとみらい交流ウィーク関連イベント

❖令和元年度 NPO・市民講演会

『思いやりで社会を変える』～障害者支援活動から飲酒運転撲滅活動への道のり～
日時：11 月 24 日（日）14 時～15 時 30 分（開場 13 時 30 分）
講師：NPO 法人はぁとスペース 理事長 山本 美也子氏
会場：八幡西生涯学習総合センター 大会議室（コムシティ３F）
定員：１００名（要申込・先着順）

❖NPO・市民活動のための無料セミナーのご案内です。詳しくはキラキラネットを検索！
講座

日時

会場

ＳＮＳを使って団体のファンを増やそう
（講師：吉田佐希子）

10 月 29 日（火）
18:30～20:30

スマホで作る！ホームページ作成講座
（指導：JimdoCafe 小倉）

11 月 7 日（木）
18:30～20:30

ＮＰＯのためのファンドレイジングセミナー
（講師：永田 賢介）

11 月 14 日（木）
18:30～21:00

八幡西生涯学習総合センター

結果につながるプレゼン力を身につけよう
（講師：多田 向陽）

11 月 19 日（火）
19:00～21:00

八幡西生涯学習総合センター

◆北九州市市民活動サポートセンター
ＴＥＬ：０９３-６４５-３１０１
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
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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204 会議室（ｺﾑｼﾃｨ２F）
COMPASS 小倉

204 会議室（ｺﾑｼﾃｨ２F）

204 会議室（ｺﾑｼﾃｨ２F）

✍編集後記

ＮＰＯ・市民活動の相談窓口

ＦＡＸ：０９３-６４５-３１０２

八幡西生涯学習総合センター

検索

10 月と 11 月はサポート
センター主催のセミナーやイ
ベントが目白押し。団体の運
営力向上につながるセミナ
ー、
NPO 活動を知るきっかけ
となる体験交流会、NPO・市
民講演会など様々な内容をお
届けします。ぜひご参加くだ
さい。
ｂｙラムママ

