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むなかた市民フォーラムが“力”発揮
２月７日「宗像まちづくり検証会議」が東郷コミセンで開かれま
した。今回のテーマは「協働のススメ」。 今回は『むなかた市民
フォーラム』の５人がファシリテーターを務めました。(写真)
５０人の参加者が５班に分かれて議論しましたが、その意見を引き
出し、まとめていくのがファシリテーターの役割です。５人のメン
バーはこれまで専門家による講座などで研修を重ねてきており、そ
の“手ごたえ”を実感することができました。班ごとにまとめられ
た報告も、よく参加者の意見を汲み上げていて的確だと好評で、こ
牟田貴美子さん
木村秀子さん
れ自体が宗像市における市民協働の成果ともいえるでしょう。
今回、行政･コミュニティ・
市民活動の団体同士や
市民団体の３つの立場の意見
市民をつなぐことを活動
調整以上に私たちがいちばん
目的とする同フォーラム
意識したことは「一般市民の
にとって『協働のススメ』
方にわかることばで」という
はまさに中心課題です。
ことでした。
市民活動団体とコミュニ
ティ活動を冊子にまとめ
５つのグループごとに意見
た『つながれ、ひろがれ
集約のやり方には違いがあ
ボランティア』の作成や、
りましたが「こんなに発言し
２１年度の市民サービス
やすい会議は初めてだった」
協働化提案でファシリテ
という一般参加者の声があ
ーション講座を企画・受
ったのがなによりの励みで
講した手法や“蓄積”を
検証会議の様子
した。「市民による進行」の
活かす貴重な機会ともな
意義とともに私たちのビジ
りました。
この情報便「くばらばん」の編集も新たに担当することに ョンを改めて意識する機会
なりました。協働のまちづくりに向けてさらに存在感を高 となりました。
められるよう頑張ります。【 むなかた市民フォーラム】

馬目浩太郎さん

水島直子さん

中里留美子さん

○育児書のすすめ
えほんのへやには、子ども向けの絵本だけでなく、その保護者が
利用できるように、子どもや育児に関する一般書も１,０００冊ほど

各コミュニティで開催されている子育て支援事業に、こねっとが「親子のふれあ

用意しています。いわゆる育児書というと「頭の良い子に育てるた

い遊び講座」をはじめ「５つの講座」で協力しています。身近なものを使っての製

めには・・・」
「良い父親・母親とは・・・」といったイメージがあ

作やわらべうた、運動あそび、絵本の読み聞かせなど、各地域の方々も一緒に参加

りますが（もちろんそういった本もあります）
、日々わが子と向き合

してもらい、楽しい親子遊びを開催して、参加者にも喜ばれています。

って、子育てに奮闘しているお母さんやお父さんを応援するアドバ

広報 3 月 1 日号で平成 22 年度募集をします。
趣味・お稽古ごとからスポーツ・語学まで

参加希望の方は各地区のコミュニティ事務局へお問い合わせください。

９０余りの学級を募集

イスが書かれている本もあります。子育てに行き詰ってイライラし

申し込み締め切り３月１５日（月）必着

たり、子どもの顔を見るのが少しつらくなってきたら、図書館で「育

お申し込み･お問い合わせはインフォメー

児書」を借りてみませんか。子育てのヒントに出会えるかもしれま

ション横の

せん。

むなかた市民学習ネットワーク事務局へ

★ フィルムコーティング講習会参加者募集

℡(３６)３７２１

Fax(３６)３７３２

市民図書館は、第一回市民活動交流まつりで、自分の本にフィル
ムをかけるフィルムコーティングの講習会を行います。参加希望の

ふれあいプラザ展示コーナー

方は、下記までお問い合わせ下さい。
◆問い合わせ先

学級の作品を展示中
「ふくわうち！」「オニは外！」岬コミュニティに

宗像市民図書館（℡37-1321）

「どうやって作るの？」東郷コミュニティにて

３月は、≪深雪アートフラワー≫

て

情熱ある若者・大学生 活動中！！

≪アメリカンレザークラフト≫
≪木版画≫など

交流まつりにも参加！！

●愛ぁる活動隊●
愛ぁる活動隊を一言で表すなら、
想いをカタチにするための「大きな木」。
この木は「障がい児教育」
「エイズ」
「ストリートチルドレン」
「フ
ェアトレードについて」などの分野に枝分かれをし、メンバーはそ
れぞれ自分の関心ある分野で活動をしています。
障害児教育に興味をもつ仲間達で、実際に障害者施設で働くスタッ
フの方を囲んでセッションを行い、ストリートチルドレンに関心の
ある仲間達は、ケニアのストリートチルドレンの現状を映した「チ
ョコラ！」を JICA 九州体育館にて放映、たくさんの皆さんにストリ
ートチルドレン達のありのままの姿を知ってもらいました！

愛ぁる活動隊は、
ただ今メンバーを大募集！
現在 mixi にてコミュニティー（愛ぁ
る活動隊）を作っております。
『 愛 ぁ る 活 動 隊 』
http://mixi.jp/view_community.pl?i
d=4710929
毎月例会も開いています。お気軽に
ご連絡・ご参加ください！
愛ぁる活動隊事務局（代表:三戸）
E-mail：sorao0714@yahoo.co.jp

●Make Happy & Peace 〜幸せと平和をつくる〜●
2010 年 2 月、
『
「幸せ」と「平和」を作る』をキーワードに福岡・宗像から数人の若者で活動を始めました。
1990 年代まで内戦があった、同じアジアのカンボジアに焦点をあて、そこで私たちは良いモノを見つけ、現

宗像市福祉ボランティア活動連絡協議会

★ご存知ですか★

〔通称：ボラ連〕

毎週水曜日（13 時〜16 時） 開催
朗読・点字点訳・子育て支援など活動経験豊かなボ
「いつでもどこへでも、出かけたいときに、出か
けたいところへ・・・」

ランティアアドバイザーが、ボランティア活動に関す
るご相談を受け付けます。

視覚に障がいがある方が、少しでも自由に、安心
月 1 回 水曜日 （13 時 30 分〜15 時） 開催

して外出が出来るためのお手伝いをします。
視覚障がい者であれば、どなたでもご利用いただ
けます。毎月 1 回{第２火曜日}定例会ガイドの基

地の人と一緒に生産、加工し、さらに付加価値を付け販売しようとしています。

本形、食事介助、トイレ介助等のスキルアップの

価値のあるモノ作り、その販売は、モノを通して「人と人のつながりを作ること」になり、それは「相手
のことを考えること」にもつながります。その気持ちが『「幸せ」や「平和」を作る』上で根底にあると私た

為、勉強会を実施。知りたい方、学びたい方、や
ってみようの方、是非ご参加下さい。

テーマは「読み聞かせ」や「話の聴き方」など月に
よって異なります。
＊ 詳細は、ボランティアセンターまでお問い合わせく
ださい。
＊ 今後の開催予定は、ホームページからもご覧いただ
けます。

ちは考えて活動しています。ゆくゆくは会社という形態で活動をしたいと考えています。なぜなら、支援で
はなく、カンボジアの人たちと対等に取り組める持続可能な方法だからです。
と言っても、まだ若者たちで動き始めたばかりです。皆さまの一人ひとりの力があると大変心強いです。
アドバイザーや協力スタッフなど、できることを無理なく楽しく一緒に「幸せと平和をつくる（Make Happy &
Peace）」をして下さる方を探しています。お気軽にご連絡下さい。
連絡先：Make Happy & Peace 代表 仲西 浩一

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

福岡県宗像市三郎丸 6-13-6 / 090-9077-4108 / kochan925@yahoo.co.jp

「市民活動交流まつり」では、ボラ連１５Ｇの紹

http://www.city.munakata.fukuoka.jp/v-net/
検索は 「V-net むなかた」

介パネルの展示・体験コーナーを設け、皆様をお

◆問合せ先◆

待ちしています。{交流館１０１会議室}
録音体験｛２階録音室｝余剰品バザー｛１階ボラ
セン前｝

宗像市社会福祉協議会 宗像市ボランティアセンター
T

TEL

(３７）４１００

FAX （３７）４１０１

第１回 市民活動交流まつり 〜つながれ、広がれ、みんなの輪〜
３月１３日（土） 市民活動交流館で開催！！

■ ９：３０〜

■ １１：３０〜 全館

９：３０〜１１：２０

開会式

こどもたちの
司会進行で！

寸劇「コミセンってなあに？」
■ ９：５０〜

●くるま座ミーティング

１１：３０〜１６：００

市民活動団体・ボランティア団体
等による

● 食品バザー・出店
●イベント ●活動紹介
● スタンプラリー
交流館とユリックスにまたがって実施。

「あなたが主役。

ポイントを集めて、１５時からの大抽選会

可能性は限りなく」

に参加！！

〜市民活動団体とコミュニティ
運営協議会との連携を考える〜
パネル展示／託児・手話通訳あり

宗像ユリックスで同時開催！
﹁
むなかた市民学習ネットワーク﹂
学習発表会

多目的ホール

第２部
全館

第１部

入場無料

先着３００名には豚汁もふるまいます！

■ １２：３０〜１５：００ 多目的ホール

●ダンス・合唱団の連続ライブ♪

３月
１３日（土）
１４日（日）

ユリックスこ〜な〜
落語を生で聞いたことがありますか。生の落
語は本当に面白いですよ。宗像には、アマチュ
アの落語家が作る「宗像落語会」があります。
宗像市に留まらず、福岡県内各地で生の落語を
お楽しみいただけるよう、活動をしています。
宗像ユリックスでは、毎月第２日曜日に宗像ユ
リックス本館２階の大和室にて「ゆりっくす日
曜百円寄席」を開催しており、高校生以上 100
円（中学生以下はなんと無料！）で落語をお楽
しみいただける機会を毎月提供しています。
笑うことは健康に良いそうです。アマチュア
と侮るなかれ。なかなかどうして思いっきり笑
うことができますよ。宗像ユリックスの新春は
プロの落語会もございます。3 月は爆笑王「三
遊亭歌之介」の独演会も開催します。大いに笑
って、笑いの絶えない楽しい毎日にいたしまし
ょう。
「ゆりっくす
日曜百円寄席」
での
「粗忽家酔書」
さん

所用で矢部村に行ってきました。九州道八女イン
ターから 50 分。大分、熊本の両県境と接する山峡で
「杣（そま）の里」の別名もあります。杣とは木こ
りさんのことです。
険しい山を縫うように走る道端に、なんと一軒の
鍛冶屋さんがありました。仕事場から盛んに火花も
散って、活況のようです。思わず懐かしい唱歌“♪
仕事に精出す村の鍛冶屋・・・打ち出す鋤、鍬ここ
ろこもる♪”が蘇ったのです。
何でもすぐ聞きたがるクセで「木こりさんから鎌
と鋸とか、注文が多いんですかね？」と尋ねてみま
した。答えは「それがアンタ、今はイノシシのワナ
ばっかりですたい。注文に追いつきまっせん」
。確か
に鉄製の箱ワナなど、鍛冶屋さんには苦もなく作れ
るでしょう。でもそれは山が荒れていくことの、も
う一つの側面でもあります。
このところ、我が交流館の周りにもイノシシが出
没しています。気をつけていただくのと同時に、周
辺の山林の異変にも思いを致したいものです。

