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北九州市市民活動
サポートセンター
ー

～売上 250 万イベントをつくるたった 3 つの秘密～

第２０２回

サポートセンターの日

発表団体

■「Team Story」（チーム

ストーリー）

代表

時松

すなお

順氏

「Team Story」とは、国から国家戦略特区の認定を受け、JR 黒崎駅前ペデストリアンデッキで
のイベント使用を例外的に認められている団体。２０１６年、黒崎地区で新たなプロジェクト（ス
トーリー）を生み出そうと、クリエーター、カフェオーナー、デザイナーなど約 20 名が集まり設
立。助成金や協賛金に一切頼ることなく、
“

”や“金賞ビールのビアガーデン”など

完全自立型のイベントを開催しています。
また、起業家が共同利用できるコワーキングスペース「Agite（アジト）
」（八幡西区熊西 1-234）を運営するほか、イベント運営に関するコンサルや講演活動等も行っており、「がんばるな、
夢中になれ！」をモットーに、幅広く活動しています。
FB：https://www.facebook.com/AGITE.jp/
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黒崎で活動している理由「黒崎のポテンシャルの高さ！」
「八幡西区黒崎には空き店舗が多く、いつも閑散としていて、明るい未来なんてな
い・・.」などと言う人がいますが、いやいやそんなことはありません。黒崎駅の利用者
は、九州で 6 番目に多い 1 日約 17,000 人。ビジネスを考える上でこんなに魅力的な
街はありません。このポテンシャルを活かせれば、明るい未来しか見えません。

助成金・協賛金ゼロ、広告費１万円 ⇒ 売上 270 万円 「
今年４月、黒崎駅前で開催した 7 回目の「

」
」では、２日間で売

上 270 万円を記録！駅前のイベントとしては、過去最高の集客を達成しました。
８月の「金賞ビールのビアガーデン」では、浴衣を着た若者、帰宅途中のお父さ
んなどたくさんのビール好きで大いに賑わいました。
いずれも、助成金・寄附金・協賛金ゼロ、経費は最低限の広告費だけ。助成金・
寄附金・協賛金は結局は他人のお金で、自分の腹は一切痛まないため、ナメて使
ってしまいます。また、一定の資金が確保されるので、最後まで頑張らなくなる。
そして次回も補助金に頼ってしまう、…依存型イベントの悪循環。事業は、
「自己
資金＋自己資金調達」で。必要なお金は、知恵と行動力で調達しましょう！

≪イベント運営のコツ≫
❶ マスコミを味方につけよ！
日々ネタを探しているマスコミとの関係を築いて、活動を紹介しても
らおう。遠慮は無用！どんどん売り込もう！
❷ タイトルは６歳児でも分かるように！シンプルかつストレートに！
ターゲットをイメージして、分かりやすいタイトルにしよう。“あん
ぱん”
“金賞受賞ビール”
・・、イベント内容全てを示す必要はありませ
ん。興味のある人の心に残るようなタイトルにすることが重要です。
❸ 面倒なこと、不安なことは自分が被れ！

多くの人が熱心にメモを取って
いました。意見交換も活発。

出店者から事前の出店料は取りません。当日、荒天等により売上がなければ、運営側の収入もありませ
んが、出店者の煩わしさや不安を運営側が被ることが成功のカギだと考えています。

未来への構想 「屋台村・・・ピラミッド」
黒崎の賑わいづくりの次の一手として現在検討中なのが、
“屋台村”
。黒崎
駅前に移動式のキッチンカー「Coro Coro」を並べ、様々な料理を毎日提
供したいと考えています。そして、いずれは黒崎駅前に“ピラミッド”を建
てたい…そうすれば、黒崎駅の乗降客だけでなく、観光客もたくさん集まっ
てくるのではないか、と夢を膨らませています。

移動式販売型のキッチンカー
「Coro Coro」の試作品

サポセンより一言
定員を大幅に上回った今回の活動発表会。多くの参加者から、
「補助金頼りだったので衝撃を受けた」
「脱依存型に切りかえていかなければ」などの声が挙がっていました。夢を語るだけでなく、その夢を
次々と実現されている時松さん、とても魅力的に映りました。そして、
「アイデアや知識には何の意味も
ない。何かやりたかったら一歩踏み出せ！」心に響きました・・・。
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助成金情報
助成制度名

分野

実施主体

締切

子ども

公益財団法人公益推進協会

9/30

第 13 回かめのり賞（顕彰）

国際協力

公益財団法人かめのり財団

9/30

2020 年度日本万国博覧会記念基金

国際協力

公益財団法人関西・大阪 21 世紀協会
万博記念基金事業部

9/30

公益財団法人トヨタ財団

9/30

一般財団法人公園財団

9/30

公益財団法人住友生命健康財団

10/4

For Children 基金

トヨタ財団 2019 年度国内助成プログラム
公園・夢プラン大賞 2019

まちづくり
環境

2019 年 スミセイコミュニティスポーツ
推進助成プログラム
東アジア文化都市 2020 北九州
パートナーシップ事業

スポーツ
文化

こくみん共済 coop 地域貢献助成事業

まちづくり

2019 年度 NPO 基盤強化資金助成
「組織および事業活動の強化資金助成」
「認定 NPO 法人取得資金助成」

福祉

東アジア文化都市 2020
北九州実行委員会事務局
こくみん共済 coop ブランド戦略
部内 地域貢献助成事業事務局
公益財団法人
損保ジャパン日本興亜福祉財団

10/7

10/10

10/11

※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。

ＮＰＯ法人の運営
ワンポイント

役員の任期は最長２年です。
《法務局の登記》《所轄庁への変更届出》を忘れずに！

役員（理事・監事）の任期は、特定非営利活動促進法第 24 条第 1 項で「2 年以内におい
て定款で定める期間」とされています。代表権を有する理事は、再任であっても、法務局で
の登記手続きが必要となります（2 年以内の手続きが必須。怠ると過料に処せられる場合が
あります）
。また、所轄庁（北九州市）に対しても、役員変更等届出書を必ず提出してくだ
さい。

北九州市内のＮＰＯ法人数：３１２団体

（令和元年 8 月末現在）

※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 8 月中に認証）
❖NPO 法人 Smile ネットワーク北九州

❖NPO 法人 Berry 北九州スポーツクラブ
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内 容

９月

税理士相談会
（会計や税務に関する相談）

１０月
１０／ ９（水）16:00～21:00

９／２５（水）10:00～16:00

１０／３０（水）10:00～16:00

ＮＰＯ入門説明会
（ＮＰＯ法人設立の
準備を始めた方向け）

１０／ ９（水）
・１０／２３（水）

９／２５（水）19:00～20:00

❖９月サポートセンターの日・NPO 活動発表会❖

どちらも 19:00～20:00

❖10 月サポートセンターの日・NPO 活動発表会❖

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

北九州 de 日本みつばちプロジェクト
知って納得！
ニホンミツバチの不思議な世界
日時：9 月 26 日（木）18 時 30 分～20 時

日時：10 月 24 日（木）

発表：NPO 法人グリーンワーク

発表：Dream Randosel

理事長 舛本 哲也氏

代表 井上 吉子氏

小さなミツバチの持つ大きな役割や花の種

ミャンマーの子どもたちへ、日本で使われな

類による蜂蜜の違いなど、ミツバチを通して環

くなったランドセルを届ける活動をしている

境を知ることができる発表です。

団体です。

P R ス テ ッ プ ア ッ プ セ ミ ナ ー （ 全
1 回目

4 回 ）

≪スマホで気軽に！活動を写真に収めよう≫

NPO・市民活動の
ための

●日時：10 月 10 日（木）18 時 30 分～20 時 30 分
●会場：八幡西生涯学習総合センター 204 会議室（コムシティ 2 階） 無料セミナー
ご案内！
●講師：萩 康博氏（カシャッと舎 代表）
（要予約）

NPO 運営力向上セミナー（全 2 回）
1 回目

≪NPO 法人事務体制整備セミナー≫

●日時：10 月 22 日（祝・火）13 時 30 分～16 時
●会場：ウェルとばた１２階 H・I 研修室
●講師：雪松 直子氏（認定 NPO 法人アカツキ 理事）

✍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
ＨＰ（キラキラネット）http://www.kirakirakitaq.jp
メールアドレス

備「
ノＮ
ーＰ
トＯ
」法
を人
無事
料務
配体
布制
！整

support3@axel.ocn.ne.jp
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検索

先日、娘と棚田のヒガンバ
ナを見に田川郡へ行ってき
ました。少し早かったようで
赤い花はちらほら、ガッカリ
しているとツクツクボウシ
が秋の訪れを教えてくれま
した。朝晩は涼しくなり快眠
できる今日この頃です。
ｂy ガーネット

