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「市民サービス協働化提案制度」は、市の全事業を公表
し、市民サービス・市の仕事について市民活動団体や民間
事業者等がそのノウハウやアイデアを生かして自ら企画・立
案し実施まで責任をもって行うものです。市民との協働をさ
らに進めるため、２年前にスタートしました。
たとえば、１２月に行われる人権講演会。昨年度から、
“むなかた市民大学ゆめおり” が企画運営しています。ゆ
めおりが行ってきた、市民大学のノウハウを活かして、人権
講演会を開催。今までの行政とは違った、市民参加型の講
演会に、アンケートの結果も上々でした。

１０月３０日、市民サービス協働化提案制度の審査委員
会が開催されました（写真左）。
今年度は、宗像歴史観光ボランティアの会など、７つの
団体からの提案。審査委員会では、提案団体が提案事業
の内容を熱くプレゼンテーションしました。慎重な審査の結
果、７つの事業すべて採択（一部条件付き）。来年度から
は、あらたに、この７つの事業を、団体が行政に代わって事
業を行っていきます。
この「くばらばん」の作成も今年度、提案があった７つの
事業のひとつ。来年度からは、むなかた市民フォーラムが
そのネットワークを活かして作成します。この「くばらばん」を
通じて、今まで以上に市民活動を盛り上げていこうと今から
張り切っています！

の授業を体験しよう！
市民活動交流館休館日 (TEL36−0311)
１２月２９日（火）〜１月３日（火）です

○ おとうさんの読み聞かせ
読み聞かせは一種のスキンシップといわれてい ます。
忙しいおとうさんでも、子どもが寝る前に帰宅できるようであ

えほんのへや (TEL36−0212)
☆小さい子のためのおはなし会
（おはなし あのね！）
毎週金曜日（１２/４日､１１日､１８日､）
１１：００〜１１：３０
ただし、１２月１１日はクリスマススペシャルで
す。いつものおはなし会の拡大バージョンです
（１１：００〜１１：５０ 健診室）
☆おはなし会
１２月 ３日（木）１１：００〜１１：３０
島で （お話ボランティア「タンポポ」）
１２月１５日（火）１３：３０〜１４：００
（くまの子文庫）
☆赤ちゃんのおはなし会（読書相談員）
１２月１０日（木）１１：００〜１１：３０
１２月 1７日（木）１１：００〜１１：３０

れば、１０分間だけ絵本の読み聞かせに挑戦してみません
か。おかあさんが読んでくれるかわいいお話もいいけれど、
ちょっぴり怖くてワクワクドキドキの冒険物語は、おとうさん
の低い声にぴったりです。
ただし、読み聞かせは、子どものペースに合わせてゆっく
りと読みましょう。

市民活動交流館（メイトム宗像）に「放送大学宗像校」として放送大
学の授業を視聴できるコーナーがあります。ＤＶＤの学習ソフト（２０科

11 月 11・14 日、有志指導者認定・更新講習会が行

目）と視聴機器を設置しており、どなたでも視聴できます。

われました。髙嶋会長、県立社会教育総合センタ

「放送大学宗像校」で視聴できる科目は・・①食と健康②人体の構
造と機能③心理学入門④基礎看護学⑤疾病の成立と回復促進⑥発

務所 保健師 藤野さんの講義を受けました。
新有志指導者が 19 項目、18 人が認定され、新し

１世紀の社会学⑩消費者と証券投資⑪英語の基本⑫問題発見と解

い項目も増えました。クラフトテープ手芸、オカリ

決の技法⑬在宅看護論⑭子ども・青年の生活と発達⑮社会福祉入

ナ、カラオケ、フラダンスなど来年度の活動が楽し

門⑯スクールカウンセリング⑰日本の食文化⑱服飾と心理⑲心理学

みです❢

史⑳歴史と人間

広報 1 月号で、詳しく紹介します。

何が何でも最後まで読んでしまおうとがんばらないこと。

永きにわたって活躍された有志指導者の表彰が

そして、子どものお気に入りのページは、リクエストに応じて

行われました。20 年表彰 12 人・10 年表彰 11 人、

何回でも読んであげてください。

多くの指導者に支えられ、市民学習ネットワーク事

読み聞かせは、読んでもらう子どもはもちろん、読んでいる大

業は 25 年続いています。

人にとっても心楽しいものです。おかあさんだけにまかせるな
んてもったいないですよ。

ふれあいプラザ展示コーナー
学生募集は・・・平成２２年度４月入学生を平成２２年２月２８日（日）
まで募集。１５歳以上（全科履修生は１８歳以上）であれば誰でも入

☆みんなのひろば
１２月９日(水) １０：１５〜１１：４５
市民活動交流館･結工房
☆トゥインクル★クラブ
１２月１０日（木）１０：００〜１２：００
市民活動交流館･健診室
☆満 1 歳のお誕生会
１２月１６日(水) １０：３０〜１２：００
市民活動交流館･健診室

学でき、大学卒業の資格を得るために学ぶのはもちろん、キャリアア
ップや知識を深めるために必要とする科目だけ学ぶこともできます。
なお、体験入学、個別相談も随時受付中です。

学級の作品を展示中
12 月は、事務局横で ≪絵手紙≫
申し込み･問い合わせはインフォメーション横の

むなかた市民学習ネットワーク事務局へ
TEL（３６）３７２１

問い合わせ先は・・・
放送大学宗像校

『子どもまつり』＜１１月３日＞

放送大学全般

市民活動交流室 電話０９４０（３６）０３１１
福岡学習センター 電話０９２（４７３）１３６５

ユリックスのギャラリーで、＜こねっとの子育てサロン＞をオ
ープン！

☆年忘れ大爆笑！全国アマ落語名人会
１２月１３日(日) 開場９：３０ 開演１０：００
宗像ユリックス ハーモニーホール
全席自由 前売５００円、当日１，０００円
☆九管ポップスコンサートＶol.４
Ｌｅｔｓ ＳＷＩＮＧ！ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ
１２月２０日(日) 開場１４：３０ 開演１５：００
宗像ユリックス ハーモニーホール
全席自由 一般２，５００円、高･大生１，５００円
小・中学生１，０００円
☆ユリックス名画シアター「ココ・シャネル」
１２月２３日(水･祝)
３回上映（１０:３０〜、１４：００〜、１７：００）、
宗像ユリックス ハーモニーホール
シニア･学生券１，０００円、一般当日券１，４００
円
☆「第九」コンサートむなかた２００９
１２月２５日(金) 開場１８：１５ 開演１９：００
宗像ユリックス イベントホール 全席自由
前売 一般１，０００円 学生５００円、
当日３００円高

ー 副所長 黒田先生、宗像・遠賀保健福祉環境事

達障害児の心と行動⑦脳科学の進歩⑧発達障害の教育支援法⑨２

ふらこっこ (TEL37-3741)

宗像ユリックス (TEL37-1311)

新有志指導者 18 人仲間入り ❢❢

牛乳パックで作ったゲートやペットボトルのがらがらおもちゃや

たのしさ弾けました！
日の里ママさんバスケットボールチーム

宗像市福祉ボランティア活動連絡協議会
〔通称：ボラ連〕

フェルト地を使ったさかなつりゲーム、すべて“手作りおもちゃ”
にこだわりました。子どもの発達の段階に応じておもちゃを選ん
で遊べるように設定し、親子で関わりながら遊べるコーナーにし
ました。 『ワクワク職場体験』の時に中学生がダンボールをつ
なげて作成した大きな「宇宙ステーション！」もとても好評でし
た。インフルエンザの影響か？通年よりすこし少ない来館者で
したが、子どもたちの楽しそうな声がこだまし、恒例の行事を楽
しく過ごせた一日でした。

私たちのおもな活動は宗像市が発行する「むなか
たタウンプレス」そのほかの広報資料を音声に訳し
てカセットテープに吹きこみ、それを市内在住の視力
の不自由な方にお届けして、身の回りの多方面にわ
たる情報に通じていただくことです。文字や図表で示
されている記事をすべて声の言葉に変換する作業
には困難を伴いますが、一方、スタッフの脳トレーニ
ングとして最高のものです。
小説や随筆の朗読によるボランティアも随時行って
います。チームワークと誠実で温もりのある活動、そ
れが私たちグループのモットーで、現在そのような志
を同じくする方の新規加入を募っているところです。

バスケットボールを通じて子どもたちの「居場所づくり」に取り組
んでいるグループのチームが熱戦を繰り広げる「宗像 人・まち
バスケットボール日の里杯」が、11 月 15 日、グローバルアリーナ
で開かれました。 参加したのは 14 チーム。年齢も 17 歳から 52
歳まで、老若男女を問わないチーム編成で、中には“親子対抗
戦”の様相もあり、会場を沸かせました。幼児を抱いたママさん
や、小学生を連れたお父さんも選手で活躍。公式審判による試
合だけに、真剣なプレーも随所に見られました。決勝戦はブザー
ビートとチーム勝浦の対決。若さに勝るブザービートが５０−６６
の見事な勝利で日の里杯に輝きました。
宗像市の「人づくりでまちづくり事業」
による初めての大会。
各チームの若者たちが企画・運営を
する方式で行われました。
関係者は「貴重な交流の機会だから、
来年もぜひ続けたい」と意欲を見せて
います。

ユリックスこ〜な〜
ホームぺージは むなかた市民フォーラム 検索

いっしょにつくりませんか！！
〜市民活動のはじめ方ガイド（仮称）〜
「ボランティアを始めたいけど、どうすればいいの？」
「どこにどんな情報があるかわからない」「仲間をつくる方
法を知りたい」そんな悩みを解決するために、市民活動
講義、
やボランティアを始めるきっかけになるガイドブックをつく
ります。宗像市とむなかた市民フォーラムとの協働で、
より多くの人が市民活動を身近に感じられるような冊子
づくりをめざしています。「市民活動を始める上でこんな
情報があったら便利」というアイデアをお持ちの方、ぜひ
いっしょにご参加ください。3 回のワークショップ行いなが
ら、みんなでいっしょにつくりましょう！ 詳しくは市広報
紙 1／1 号をごらんの上、お申し込み下さい。

冬季恒例の夜間ライトアップが宗像ユリックスで
始まりました。宗像市商工会青年部の皆さんが半年
間、会議を重ねて準備し、寒い中 3 日間かけてツリ
ーを建設してくださいました。ツリーの土台に描かれ
る可愛い絵は、宗像市学童保育連合会の協力によ
り、市内の子どもたちが一生懸命描いてくれました。
冬の宗像ユリックスの夜を明るく照らす、クリスマ
スツリー。光を見ているだけで心が明るく、温かくな
りますが、「皆さんに喜んでもらいたい！」という、ツ
リー建設に関わるたくさんの人々の温かい心に触
れ、さらに嬉しくなるツリーです。
12 月 25 日（金）まで毎晩、商工会青年部の皆さん
が点灯・消灯の確認もしてくださり、宗像の夜を明る
く照らしています。ぜひ
見に来てくださいね。

≪ワークショップ日程≫
① １／２１(木) ②１／２８（木） ③２／１８（木）
（いずれも１０：００〜１２：００ 市民活動交流館にて）
◆ お問合せ ： 市民活動交流室（３６−０３１１）

受付はやはり笑顔･･･♥♥♥ (^。^)y-.。o○
常に意識して笑顔でいることです。『笑顔がステキです
ね！』なんて・・・言われると、うれしくて１日笑って楽しい気
分でいられます。交流館インフォーメーションはプレイルー
ムの前で、かわいい天使のような子供たちの笑顔を見るこ
とが出来てとても幸せです。これからの季節ちょっぴり寒い
日が多くなりますが、笑顔と元気、そして若さで皆様をお迎
えいたします。
風邪に
気をつけて
暖かくして
来てね

鮮やかなグリーンが数十万平方メートルも広が
るゴルフ場。目に染みるような広大な芝のじゅうた
んは、ゴルフ場でグリーンキーパーと呼ばれる人が
管理しています。
そのグリーンキーパー氏が、芝の育て方について
こんな話をしてくれました。
―日照りが続いて、水不足が芝草の様子にはっき
り現れるようになることがあります。葉っぱが黄色く
なって、芝たちが「水をくれ、水を・・・」と叫んでいま
す。でも、そこでさっさと水をやるとダメ。しばらくは
我慢させます。すると、芝は必死に根を延ばして自
力で地中の水を求める。そんな経験をさせた芝は
強い。
でも、すぐ水を与えた芝はちょっとした日照りでも
また「水、水・・・」と甘えん坊でひ弱なままなんで
す。厳しいけど頑張る芝を育てるのが、難しいところ
ですね―
何やら、ユニークな子育て論を聞かせられたよう
で・・・。

