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令和 2 年 10 月号

北九州市市民活動
サポートセンター
ー

■第２１１回

サポートセンターの日

語り・朗読「宙（そら）のサカナ」

代表

野口

和夫氏

平成 23 年 7 月発足。会員相互で、支え合い高め合いながら楽しく朗読を学ぶこと、そして地域に
伝わる民話・昔ばなしや郷土の作家の作品を積極的に見つけ、語り伝えていくことを目的に、北九州
市内の図書館などを中心に活動しています。

★★お知らせ★★
野口さんは、第 1・第 3・第 5 土曜日にサポートセンター専門相談員として出勤しています。
「読み聞かせを通じたコミュニケーション支援」等について相談したい方は気軽にご連絡ください。
また、毎月第 3 土曜日の 17:30～19:00 に「語り・朗読とまなびの会」をサポートセンター内
で開催中。ご興味のある方はぜひご参加ください！
≪団体メール≫ kogepan8man@ezweb.ne.jp
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「宙のサカナ」名前の由来
星座や星は、人に影響をそんなに与えるものではないかもしれない、けれど
宙（そら）を見上げたときに星が見えるとホッとした気持ちになる、そんな朗
読の会になればとの願いが込められています。

★自己紹介を兼ねて最初の朗読★
野口さんが自己紹介を終えられ、いよいよ朗読が始まりました。

宙のサカナ

野口和夫氏

「なにもないねこ」
・・先ほどと声のトーンがすっかり変わり、一文一文読まれるたびに
朗読の世界に引き込まれるように感じ、野口さんが読み終えるころには、次はどんな話だ
ろうと期待がふくらみました。

≪ご紹介した作品/作者≫
★「なにもないねこ」/別役実
★「ねこのさら」/柳家小三治・野村たかあき
★「金のストロー」
・
「大きな木がほしい」/みずかみかずよ
★「たからげた」/小野和子・福田庄助
★「ひゃくにんのおとうさん」/譚小勇・天野祐吉

ひとりひとりが思い思いの
スタイルで！！

★大人も楽しめる絵本の世界★
絵本の種類も千差万別、落語のように物語の終わりに「オチ」がある楽しい落語絵本や、古くから
日本に伝わる民話絵本、中国の絵本も数多く日本で読まれているそうです。
「ご自身が読み聞かせをし
たいときは、その地域の作家の作品を読むのもいいですね」と地元の作家の作品を朗読されました。
大人になり絵本から少し離れた生活の中で、久しぶりに絵本を読むとストレートな文章と表現が心
に響き、改めて朗読の良さと活動をたくさんの方に伝えたいと思いました。

★聞くのも楽しい、読んだらもっと楽しい★
野口さんの朗読の後は、
「あの坂をのぼれば」を参加者ひとりひとりが読むことになり、最初は戸惑
いながら朗読されていました。しかし、回数を重ねるごとに文章に強弱をつけ、何度か出てくる同じ
フレーズに変化を加えて、思い思いに自分の中で情景をイメージしながら朗読を楽しむ姿が見受けら
れました。

★朗読の力★
「最も大切な言語の役割は感情を共有することだ」この言葉を、野口さんは大切
にされているそうです。作品に思いをのせてイメージしたことを声に出し、文章
に命を吹き込んでいく、
「あの人は、こんな具合に読むんだな」と気持ちを共有し、

毎月第 3 土曜日の
17 時 30 分～19 時
に「語り・朗読とま
なびの会」開催中‼

各々の解釈の素晴らしさを感じることができました。

★参加者のお声★（原文のまま）
・コムシティは、近所なので、時々立ち寄ることはあるのですが、こういった NPO の活動に参加す
ることは、初めてでした。これからの学びの為、立ち寄ってみようと思いました。
・ひきこまれました。自身も野口さんのように朗読をできるようになってみたいと思いました。
「読み
まちがいにも命がある」
、印象的でした。

≪10 月のサポートセンターの日≫

★皆様、貴重なお声をありがとうございました。

「COVIT-19 との戦い」～KRICT の役割～

日時：10 月 22 日（木）18 時 30 分～20 時をオンライン配信します。
詳しくはこちらまで

http://www.kirakirakitaq.jp/detail_news.php?ID=343
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助成金情報
助成制度名

分野

令和３年度「キリン・地域のちから応
援事業」
令和３年度「キリン・福祉のちから開拓
事業」
２０２１年度年賀寄附金
田辺三菱製薬 手のひらパートナー
プログラム（第 9 期）

実施主体

締切

まちづくり

公益財団法人キリン福祉財団

10/31

福 祉

公益財団法人キリン福祉財団

10/31

その他

日本郵便株式会社

保 健

2021 年度環境市民活動助成

環 境

令和 3 年度芸術文化振興基金

芸 術

2021 年度助成事業

ＮＰＯ

2021 年度エフコープ環境助成金

環 境

公益財団法人
日本フィランソロピー協会

11/6

11/15

一般財団法人
セブン・イレブン記念財団
独立行政法人日本芸術文化振興会
公益財団法人
大阪コミュニティ財団（ＯＣＦ）
エフコープ組合員活動部

11/16

11/20

11/27

11/30

※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 29 日（日）

《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、構成員名簿（生年月日を忘れずに！）
提出方法：持参、郵送、FAX、E メール
※提出書類様式はホームページ（キラキラネット）からダウンロードできます。

北九州市内のＮＰＯ法人数：３０１団体（令和２年 9 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２年９月中に認証）】
・9 月中に新規設立した法人はありません。
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※オンラインでの相談も対応します。
法人
対象

11 月 11 日（水）、12 月９日（水）
17 時～20 時（原則第 2 水曜日）
会計や税務に関する相談（1 団体１時間）

税理士相談会

NPO 入 門 説明 会 11 月 11 日（水）、11 月 25 日（水）

NPO
対象

ＮＰＯ法人設立の準備を始めた方向け

19 時～20 時（原則第 2・４水曜日）

ひとみらい交流ウィーク

どなた
でも

希望のまちをみんなでつくろう！
～つながりの支援から～

ＮＰＯ・市民講演会

11 月 14 日（土）

講師：認定特定非営利活動法人 抱樸
理事長 奥田 知志氏

14 時～15 時 30 分

会場：子どもの館子どもホール
これまでのつながりの支援から、
「希望のまち」をつくる取り組みま
（応募多数の場合は
で、今、求められている社会課題の
サテライト会場を設置する予定です） 解決に向けて、必見の講演会です。
申込締切：10 月 31 日（土）17 時まで
※サテライト会場（八幡西生涯学
習総合センター大会議室）はメイン
会場からの映像配信による聴講と
なります。

※左記ＱＲコードからも
申込可能です。

馬場相談員

●何かしたいと思う方、実際に活動をしている相談員と話すこと
で、形がみえてくることがあります。馬場相談員の担当は第２・４
土曜日１７時～２１時です（要予約）。

■非営利相互学習会レッツＥＣ

代表 馬場幸子氏
専門分野は嗜癖問題、死別体験者の心理支援、子どもの鬱予防、女性の心の健康サポート
パンデミック、クラスター、そして with コロナ。私は最近やっと、「疲れた」と言葉に
できるようになりました。
2009 年から仲間達と行っている「非営利相互学習会レッツＥＣ」という心の健康サポー
ト活動では、心身に関する情報や各自の体験などを共有し、自分自身を客観的に捉えなおす
学習会をしています。先ずは自分を知り、そこから身近な人達や社会とのイイ感じの関係を
築いていきたいね！そんな活動です。
新型コロナ感染拡大の影響で暫くお休みしていた、お喋りで心のリフレッシュ！をめざ
す女性のグループミーティング「ほっとり場」も感染防止に配慮しつつ８月から再開しま
した。よろしければお立ち寄りください。（ワークショップは現在検討中）
それでは皆様、程よい緊張感を味方につけて with コロナの時代を共に乗り越えてまいりま
しょう。
（馬場相談員オススメ本：「たいせつなこと」
（フレーベル館、マーガレット・ワイズ・ブラウン作））

✍編集後記

◆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

検索

（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
kitakyusc3101@gmail.com
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ＱＲコード

湯豆腐など温かい料理
が美味しい季節ですね！
焼き芋などイモ類もほ
くほくで、食べたいです
ね！簡単クッキングで体
も心も温まり、秋の味覚
や秋時間を堪能しましょ
う！
ｂｙ みんみん

