
ホノホノとはハワイの言葉で“ぶらぶら”や“散歩”という意味です。 

HONOHONO 

佐賀市市民活動プラザ広報誌 
 

2017年9月号 

市民と市民活動団体、NPO、ボランティアの皆さん等を結び付け情報交換や交流を促進する。 
その拠点が市民活動プラザです。 

ホームページ 
http://www.tsunasaga.jp/plaza/facebook 

https://www.facebook.com/tsunasaga.plaza 

会議室の利用や掲載内容に関する問い合わせは 
佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7F 
開館時間９時～22時 年末年始以外無休 

TEL:0952-40-2002  
FAX:0952-40-2011 

Topic. AO*AQUA（アオ アクア） 

AO*AQUA(アオ アクア)は、ハワイの言葉で「虹」を表します。 

LGBTのシンボル「虹」の意味は・・・ 
赤＝生命（life） 橙＝癒し(hearing) 黄＝太陽（sunlight）緑＝自然（nature） 

ターコイズ（青緑）＝魔術/芸術（magic/art）藍＝平穏/調和（serenity/harmony）紫＝精神（sprit） 

B A C D 

【交流会からAO * AQUAの設立へ】 
高校3年生のときに仲間達と一緒に1年ほど交流会を開
催していました。しかし、それだけでは自分たちが住
みやすい、生活しやすい、生きやすい街にはならない
と感じました。 
啓発や支援といった活動するためには個人よりも団体
の方が活動しやすいと思い団体を立ち上げとうと決心
しました。 
【朝活・ゴミ拾い】 
毎月第2日曜日に朝活・ゴミ拾い活動しています。交流
会やイベントに参加するには、お金が掛かり学生などに
は負担になります。相談のときやイベントでは、初めて
会った方と話をすることにプレッシャーを感じる方もい
ます。 
プレッシャーを与えずに、気軽に参加できるように考え
たときにゴミ拾いを思いつきました。ゴミを拾いながら
街なかを散策することで、団体やスタッフの雰囲気を感
じ取ってもらい、スタッフや参加者同士が話しやすい環
境を作っていくことが朝活・ゴミ拾いの目的です。 

【LGBT成人式】 
2017年2月12日に佐賀県初となるLGBT成人式を開催し
ました。LGBT成人式は、20歳を祝うための行事ではな
く、自分らしく生きる門出を祝うためのものです。セク
シャルや年齢も関係なく、自分らしい格好で、どんな人
でも参加できます。初めて佐賀県で開催にあたって、ボ
ランティアの方、人のツナガリでのボランティアで参加
してもらったり、行政のバックアップがありました。佐
賀の人のツナガリの素晴らしさが100％出た成人式にな
りました。 
 

【今後の展開】 
AO*AQUAには、拠点がないのが課題です。よく集まる
場所はあるが、定期的には集まってはいないので、いつ
でもスタッフが居て、気軽な感じで、情報収集もでき、
なんとなく立ち寄れて、時には深い話や相談ができる場
所が欲しいですね！！ 

A：毎月第2日曜日に開催している朝活の様子 B：講演をしているAO*AQUA代表の原さん 
C：LGBT成人式の取材を受けている代表の原さん 
D：全国各地で開催されたLGBT成人式の参加者の寄せ書きフラッグ  
LGBT・・・L＝女性同性愛者（レズビアン） G＝男性同性愛者（ゲイ） B＝両性愛者。男性と女性
双方に性的魅力を感じる T＝トランスジェンダー 身体の性と心の性が一致しない 

【相談支援体制】 
寝れない、学校に行けないといった当事者の悩みや子
どものことが心配のあまりに悩んでしまう親御さんま
で様々な方からのメール、電話、面会といった形で相
談を受けています。 
心理面や身体面での不調などに対して医療的な治療が
必要です。しかし多くの病院などでは、戸籍や保険証
の性別で判断され、書類に書かれてしまいます。その
ため不快な思いをしたため、不調の理由や原因を言え
なく、なかなか治療が進まないことがあり悪循環に陥
ることもあります。深刻な場合は病院に行けない人も
います。 
AO*AQUAでは、精神科のクリニックとパートナー
シップを結んでいます。救急な場合や専門家が必要と
判断したときに受診をしてもらいます。 

2017年2月12日に佐賀県初となるLGBT成人式を開催
した、 AO*AQUAの代表原さんにLGBTことや活動に
ついてお話を伺いました。 

今月のTopic. ア オ  ア ク ア  

        AO*AQUA 

 

 

 

 
 

 

原さんからお話を伺い、編集作業を終えて・・・ 
まず性別を取り巻く環境の変化を感じさせられました。私が、
小中高生の時は、男女の区別しかなく、それが当たり前だと
教えられてきました。 
しかし、インタビューに向けて調べ、そして原さんのお話を
聞き、性格や趣味、食べ物の好き嫌いが人によって違うよう
に、性に対しても多様性があることに気付かされました。 
また個人的な感想ですが、ao aquaの活動は、性的なことに
限らず”自分らしさ”を尊重する活動だと思いました。 

【編集後記】 



9/23(土） 
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助成金情報 
締切 助成金支援タイトル 分野 募集団体 

9/15 JTB交流文化賞交流文化賞 組織・団体部門 まち 
づくり 

JTB交流文化賞事務局 
（株式会社JTB総合研究所内） 

9/15 
大和証券福祉財団 平成29年度 
（第24回）ボランティア活動助成 福祉 （公財） 

大和証券福祉財団 事務局 

9/29 
サントリー世界愛鳥基金  
平成30年度（2018年度） 
「水辺の大型鳥類保護部門」 

環境 
保全 

三井住友信託銀行 
個人資産受託業務部  

公益信託グループ サントリー 
世界愛鳥基金 申請口 

10/16 スミセイ 
 コミュニティスポーツ推進助成プログラム 福祉 （公財）住友生命 

健康財団 事務局 

10/16 2018年度「県域安全事業」助成 地域 
安全 （公財）日工組社会安全財団 

10/20 住民参加型福祉活動資金助成 福祉 （公財）損保ジャパン 
日本興亜福祉財団 

10/31 
NPO基盤強化資金助成 

「認定ＮＰＯ法人取得資金」の助成 
中間 
支援 

（公財）損保ジャパン 
日本興亜福祉財団 

日時 インベント名 料金 場所 お問い合わせ 

9/17 Peace&Heart 
チャリティコンサート 

前売：一般 
2,500円  
当日：一般 
3,000円  

佐賀県立 
美術館ホール 

麻の会 
 TEL：080-3963-9765 

9/18 空家・空地問題 
解決セミナー 無料 佐賀商工ビル7F 

共用大会議室 

NPO法人空家・空地 
活用サポートSAGA 

TEL：090-9593-0971 
(古舘) 

 TEL：090-7462-7156 
(内川) 

9/23 
  ～    
  24 

リレー・フォー・ 
ライフ・ジャパン  

2017 佐賀 

募金・チャリ
ティー参加費
1,000 円/ 人 
がん患者・ 

高校生以下無料 

どんどんどんの森 
リレー フォー・ 
ライフ・ジャパン 
佐賀実行委員 

締切 募集名 内容 分野 お問い合わせ 

随時 
募集 

 
チャリティーショップ 

ボランティア 

・洋服等の仕分け 
・ニュース（活動紹介作成 
・イベントの企画 
・運営ボランティア 

国際 
NPO法人地球市民の会 
TEL：0952-24-3334 
FAX：0952-26-4922 

随時 
募集 

佐野常民記念館  
ボランティアスタッフ 

・「歴史ガイド」 
・「体験学習スタッフ」 
・「サービススタッフ」 

まち 
づくり 

佐野常民記念館 
TEL：0952-34-9455 
FAX：0952-34-9465 

ボランティア情報 

イベント情報 

※詳しくは、市民活動プラザのHPをご覧ください。メールマガジンでも配信しております。 

プラザからのお知らせ 

     

 
 

 
   

 
 

 
  

  
 

  

 
    

 
  

 

 
 

 
 

  
 

   
  

   
       

  
  
       
     

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

さがんなかまつり2017 開催のお知らせ 

いどばたかいぎスペシャル 
企業・市民活動団体交流会 ～TENからSENへ～ 

第一部 

第二部  

いつもの「いどばたかいぎ」  18：30～19：15 テーマ「交流って？？連携って？？なんだろう！」 

いどばたかいぎスペシャル   19：15～20：30 

フリートーク&名刺交換 企業と市民活動団体の協働事例発表 

 

市民活動や社会貢献等に関心がある方ならどなたでも、お待ちしています。 対象 
※営利目的、宗教、政治活動のための参加はご遠慮ください 

佐賀商工ビル 7  階 佐賀市市民活動プラザ 場所 佐賀市白山-2-1-12 

山田 泰久 氏 
NPO法人CANPANセンター代表理事 
（一財）非営利組織評価センター  

業務執行理事 

参加費：無料 
定員：30名 

会場：佐賀商工ビル 7階 共用大会議室（佐賀市白山2丁目1-12） 
対象：市民活動団体や学生団体、中間支援組織、市民活動に興味がある個人 
申込方法：申込みフォーム（右の二次元コード）に参加プログラムを入力、 
     または市民活動プラザ（0952-40-2002）へお申込みください。 

13:00～17:00 
佐賀市市民活動プラザ主催 
想いを伝える情報発信セミナー 

日時：平成29年10月1日（日）11：00～16：00 
場所：佐賀商工ビル7階 市民活動プラザ（佐賀市白山二丁目1番12号）  

仲間力 
懇親会 

9/24(日) 

発信力 

9/15(金) 

交流会 

10/1(日) 

イベント 

同日開催 

信頼力 

提案力と信頼力、発信力を高める2日間 

18:30～20:30 
（一財）非営利組織評価センター主催 
非営利組織のための『第三者組織評価』制度説明会 

13:00～17:30 
佐賀市市民活動プラザ主催 
提案力アップのための助成金セミナー 

※詳しくは、折り込みチラシを見てください。 

西日本総合コンサルタント株式会社 

NPO法人 かいろう基山 

発表 
団体  

 

 

無料 

  

  

※一部のみ、二部のみの参加も可能です。 

企業とNPO法人の地域への協働事例/“縫ノ池を地域の安らぎ、交流の場づくり”  

セブンイレブン財団とNPO法人の協働事業/“癒しの里づくり・佐賀セブンの森” 
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