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平成 26 年９月 15 日

聰子先生の周りでは、
いつも驚きと感動がいっぱいです。
今日も小さな幸せの種を見つけた
みたいですね！！

子どもたちのプレゼントを
持つ鍬塚聰子さん

国語の教師をしていた鍬塚聰子さんが、文章を書くのが苦手な子どもが多いのは「書きたくなるような
感動がないからでは？」と考え、子どもたちが、身近な自然とふれ合う等の様々な体験を通して感じた喜
びや感動を文章にする。こうした取り組みで文章を書くことに親しむようにと、２０年前に自宅を使って
『さと子の日記広場』を始めました。
子どもたちは、鍬塚さんのことを「魔女さとこ」と呼びます。
それは、鍬塚さんが、子どもたちの心を受け止め理解し、一緒に学んでくれる不思議な力を持っている
からでしょう。
柔らかな雰囲気で癒しを与えてくれる人なのに、芯はしっかりしていて、実にブレない人です。
小さい頃、こんな大人が傍で見守ってくれていたら、安心して色々なことにチャレンジできたのにと
思えるそんな人です。
■プロフィール■大学卒業後、国語の教師に。退職後、自宅を開放し、
「さと子の日記広場」を始める。他
に「色音で遊ぼう」や「テレジンのちいさな画家たち詩人たち」展などを、市内で主催。
連絡先： さと子の日記広場

ＴＥＬ 093-871-2280
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メール sato-28-kono@m3.gyao.ne.jp

第１４７回 サポートセンターの日 ８月２８日(木)活動発表会

まずはつかみの啓発落語から。出囃子に乗って、き
らく家酔狂さんの登場です。
酔狂さんは、古典落語からを始め、それから創作落
語に転じたというだけあって、話は本格派です。
猫型ロボット電話機等の思いもかけない設定、テン
ポのいい話の展開に、大笑いしながら、いつの間にか、
おばあちゃんと犯人の会話に引き込まれてしまいま
す。
詐欺Ａ：「おばあちゃん！俺、事故を起こしちゃっ
た！今、弁護士の山下さんに代わるから話
を聞いて！」
詐欺Ｂ：「弁護士の山下です。賠償で今すぐお金が
必要です！」
おばあちゃん：
「今すぐお金が必要なんて、怪しい
わね。それに、ウチの孫はね、みん
な女の子なのよ。」

（特活）ほのぼの生活 理事
楠元孝一（きらく家酔狂）さん

落語に続いては、代表出口敏光さんによる、特殊詐欺商法のお話です。
今年の上半期６ケ月の被害は、５，６８２件、２６８億円に上ります。
犯人は、弁護士、警察官、銀行員、消費生活センター職員など、色々な人
に成りすまし、次々に電話をかけてきて騙そうとします。
手口も「離職詐欺」
「オレオレ詐欺」「架空詐欺」
「還付金詐欺」
「融資保証
詐欺」
「電話キャンペーン」
「送りつけ詐欺」
「宝くじロト６詐欺」等、様々で
す。

「私だけは大丈夫！」ということは、ありません！！
何かあれば、北九州市立消費生活センターが無料で相談に乗ってくれます。
（特活）ほのぼの生活 代表
ウェルとばた又は各区役所の消費生活センターに連絡してください。
出口敏光さん
次のような言葉は、まず、疑ってかかりましょう。
「特別に選ばれました。
」 「あなただけです。
」
「無料です。」 「絶対に儲かります。」 「お得です。」
「時間がありません。」 「指示通りにＡＴＭを操作して。」
「誰にも言わないで。」 「お金が必要です。
」

特定非営利活動法人ほのぼの生活
電話 070-5816-7557

北九州市立消費生活センター ８６１－０９９９
及び下記の各消費生活センターでも受け付けます。
門 司 ３３１－８３８３ 小倉北 ５８２－４５００
小倉南 ９５１－３６１０ 若 松 ７６１－５５１１
八幡東 ６７１－３３７０ 八幡西 ６４１－９７８２
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イベント・ボランティア情報
■北九州マラソン２０１５

ボランティアスタッフ大募集■

募集内容：2 月 6 日（金） ランナーへの配布物の袋詰め作業
2 月 7 日（土） ランナー受付、参加賞配布、会場案内、イベント補助等
2 月 8 日（日） ランナーへの給水・給食、コース設営・整理、ランナーの救護、手荷物預かり・
返却、会場案内、スタート・フィニッシュ会場でのランナーサービス等
募集締切：インターネットは、10 月 17 日（金）１７時。郵送は、10 月 14 日（火）（当日消印有効）
。
募集人数：３，５００名
申込方法：インターネットの場合は、大会ホームページからお申込ください。
http://kitakyushu-marathon.jp/
郵送の場合は、必要事項を記入のうえ、下記宛に郵送してください。
〒803-8501 北九州市小倉北区城内 1‐1 北九州市役所 1 階
北九州マラソン実行委員会事務局
問合せ ：ＴＥＬ０９３－５８２－２８３１ ＦＡＸ０９３－５８２－０１０３
主催：北九州市、
（一財）福岡陸上競技協会

助成金・表彰等の情報
助成金名

団体名

ジャンル

締切

第１８回地球倫理推進賞

教育・文化

一般社団法人倫理研究所

９／３０

第１０回ＴＯＴＯ水環境基金

環境・まちづくり

ＴＯＴＯ水環境基金事務局

９／３０

第２回若年者雇用創造チャレンジ!!事業

雇用

北九州市産業経済局雇用政策課

１０／１７

第２５回コメリ緑資金

環境

公益財団法人コメリ緑育成財団

１０／３１

※詳細はサポートセンターのＨＰに掲載しております。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。

専門相談員さんによるあんな話、こんな話
特定非営利活動法人ＹＯＵ・ゆう

代表理事

木村

智子（金曜日担当）

「特定非営利活動法人ＹＯＵ・ゆう」で、高齢者
中学生の頃は、門司港レトロでバスを追いかけ、祖
介護や障害者の相談・支援を行っています。
母とはぐれ、交番に駆け込み「僕は迷子です。保護し
私がこの仕事に就いたきっかけは、パワフルな障
て下さい。」
「母には電話しないで下さい。母のストレ
害児である私の三男坊、ゆうきの子育てにあります。 スになりますから。
」と言ったそうです。
自閉症傾向のゆうきは、方向感覚がなく、外に出
今までに何度「すみません。申し訳ありません。
」
ると戻って来ません。
と頭を下げたか、数えきれません。
話し出すと、相手が迷惑そうにしていても、話が
けれども、謝った数だけ人に優しくなれた気がしま
止まりません。
す。
乗り物が大好きで「ただいま、お母さんお巡りさ
障害者、高齢者とその家族の気持ちが、分かるよう
んに送って貰ったよ。
」と、嬉しそうにパトカーに乗 になった気がします。
って帰って来たこともあります。
専門相談員 曜日別相談内容のご案内
幼稚園の頃は、水遊びが大好きで、園児用の和式
トイレにすっぽり入り、ジャージャーと水を流し、 【日曜日】笛田千裕：音楽を通した育成支援、いじめ・引きこもり
トイレ中水浸しにしたことがあります。これがプー 【月曜日】大久保大助：子どもの健全育成、体験活動の企画・運営
ルなら「楽しかったでしょう？」と褒めてあげたの 【火曜日】服部祐充子：多文化共生のまちづくり、国際理解活動
ですが。
【水曜日】内田満：健康・運動・ＮＰＯのマネジメント支援
小学生の頃は、泳げないのに、高い所からプール 【木曜日】田中良幸：認知症・高齢者等の介護マネジメント
【金曜日】木村智子：高齢者介護、障害児支援
に飛び込み、溺れて救急車で運ばれました。
【第 1･3･5 土曜日】野口和夫：本の朗読を通じたコミュニケーション
【第 2･4 土曜日】馬場幸子：心の健康支援、心理カウンセリング
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ＮＰＯ法人数・設立申請状況（平成２６年８月３１日現在）
北九州市市内のＮＰＯ法人数

２８３団体

設立認証申請中の団体 ◆ ご当地林業の会 ◆ 空き家管理センター
◆ フードバンク北九州ライフアゲイン
◆ 空き家管理センター

◆ ＲＯＳＡ

※北九州市に主たる事務所があっても、その他の事務所が市外にある場合は、北九州市の所轄にはなりません。
※縦覧期間中の団体の定款等の情報を市民活動サポートセンターのＨＰで見ることができます。

サポートセンター主催の講座・セミナー情報（無料・要予約）
日時・講座名

内容

９月２４日（水）１９：００～２０：００
◆ＮＰＯ入門説明会◆

ＮＰＯ法人設立の準備を始めた方向け。押さえておくべき点を
簡潔に説明します。※毎月第２・第４水曜日に開催予定です。

９月２４日（水）１０：００～１６：００
◆税理士相談会（ＮＰＯ法人向け）◆

会計や税務に関する疑問・質問などに税理士がお答えします。
※毎月第２・第４水曜日に開催予定です。

９月２４日（水）１０：３０～１２：００
◆認定ＮＰＯ法人制度説明会◆

認定制度の概要について、説明いたします。
※毎月第４水曜日に開催予定です

９月２５日（木）１８：３０～２０：００
◆サポートセンターの日
「薬膳でいきいき生活」◆

普段の生活にも薬膳を取り入れませんか。
○講師：特定非営利活動法人いきいき薬膳研究会
理事長 北村 眞知子さん

１０月８日（水）１９：００～２０：００
◆ＮＰＯ入門説明会◆

ＮＰＯ法人設立の準備を始めた方向け。押さえておくべき点を
簡潔に説明します。※毎月第２・第４水曜日に開催予定です。

１０月８日（水）１０：００～１６：００
◆税理士相談会（ＮＰＯ法人向け）◆

会計や税務に関する疑問・質問などに税理士がお答えします。
※毎月第２・第４水曜日に開催予定です。

１０月１８日（土）１７：３０～１９：００
◆語り・朗読とまなびの会 第六話◆

絵本は、大人同士のコミュニケーションにもなります。
○講師：「宙のサカナ」代表 野口 和夫さん
※毎月第３土曜日に開催予定です。

１１月８日（土）１４：００～１５：３０
◆ＮＰO・市民講演会
家族と暮らせない子どもたちを社会全体
で育むために
～子どもの村福岡のとりくみ～

「すべての子どもに愛ある家庭を。
」
○講師：特定非営利活動法人ＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡＮ
常務理事 大谷 順子さん
○会場：コムシティ２階 ２０４会議室

✍編集後記

◇北九州市市民活動サポートセンター
〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎３丁目１５-３コムシティ３階
ＴＥＬ ０９３-６４５-３１０１ ＦＡＸ０９３-６４５-３１０２
◆ＮＰＯ法人に関する相談・書類受付（要予約）
、市民活動・ボランティア等に
関する相談、印刷機等の利用（要登録）など
◆ご利用は、月曜日～土曜日《１０時～２１時》日曜日・祝日《１０時～１９時》
（毎月第 1・3・5 月曜日及び年末・年始休館）

◇北九州市市民活動サポートセンター・ムーブサテライト
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町 11-4 ムーブ１階
ＴＥＬ ０９３-５６２-５３０９
◇ＮＰＯ法人関係の相談・書類受付（要予約）
、市民活動・ボランティア等に関する
相談、印刷機等の利用（要予約・登録）など
◇ムーブサテライトには、火曜日と金曜日以外は、職員がおりません。利用に関する
詳細は、ホームページをご覧いただくか、電話やメール等でお尋ねください。
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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秋から使う畑の草刈りを
して早１か月。私が外に出れ
ば１００％晴れるので、一部
の友人から“太陽神ラー”と
崇められています。
しかし今回の雨には全く
力及ばず・・・。残念。
雨を言い訳に農作業をさ
ぼり、暇があればぐーすか。
日照時間は神体にも影響を
与えるのですね。
２４日の新月に合わせて
撒こうと注文した種たちが、
冷蔵庫の中で待っています。
はたしてラーは甦るのか。
ラララ～。
りんご

