
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。 
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佐賀市市民活動プラザ広報誌 
 

2018年1月号 

Topic.  福島 めぐみ 氏（スマイルキッズ・ＮＰＯ法人ブリッジフォースマイル）  

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 

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。 

編集後記欄 
相談業務や取材、ヒアリングなど色々な方とお話をさせてもらいます。業務に関わる話も、もちろん大切ですが、最近、雑談も大切だなと
思うようになりました。雑談から、お互いのことを知ることができ、業務のヒントになることや深い話になっていたりと、コミュニケー
ションツールとして重要なんだなと気付かされました！！今年は、去年よりも多くの方と雑談をしたいです！！ 
最後になりましたが、本年もよろしくお願いいたします。 

今月のTopic.  

福島 めぐみ 氏 
（スマイルキッズ・ＮＰＯ法人ブリッジフォースマイル）  

あけましておめでとうございます。 
本年も、佐賀市市民活動プラザをよろしくお願いします！！ 

1月4日（木）9：00から開館します。 
スタッフ一同、みなさまのご来館をお待ちしています。 

全国的に増加しつつあるひとり親や親元で暮らせない子どもたち。 
今回、ひとり親家庭・多胎児家庭・スッテプファミリー・不妊の
方を応援するスマイルキッズと児童養護施設の子どもたちへ夢と
勇気を持ってもらいたいと活動しているNPO法人ブリッジフォー
スマイルの福島 めぐみさんにお話を伺いました。 

Q：プラザでは、お会いすることがありますが、こうして改めて  
      お話するのは初めてですね。 
      まず出身は、どちらになりますか？？ 
A：白石町出身です。1歳のときに多良町に養子として家族に入  
      りました。しかし、父が交通事故で亡くなり、3歳まで母子  
      家庭で育ちました。その後、母が白石町の方と再婚したの 
      で白石町出身となります。でも、乳児院の生まれのため、 
      実際にはどこで生まれたのか、わからないのですよ。自分の 
      本当の両親、兄弟がいるのかも知らないです。 

Q：そうだったのですね。スマイルキッズとNPO法人ブリッジ 
       フォースマイル（以下：ブリッジフォースマイル）で活動   
       をしていますが、どちらの活動を先に始めたのですか？ 

A：スマイルキッズが最初になります。ひとり親家庭となり、佐 
      賀県に帰って来たときに保育園の方や周囲の方々に本当に良    
      くしてもらいました。その恩返しができる仕事をしたくて、 
      子ども用品のリサイクルショップを始めたのが「スマイル 
      キッズ」でした。 

Q：お店から始まったのですね！！ 
A：そうなんですよ！！お店で子育てや悩みについて話をしてい 
      たら、自然とお客さんが集まるようになり交流する場所にな  
      りました。次第にお店に来てくれる方の相談に乗ることがメ 
      インになっていき、自ら経験したことを主にした座談会の活 
      動になっていきました。 

Q：現在、スマイルキッズとブリッジフォースマイルの掛け持ち 
      で活動をしているんですね。 
A：そのときスマイルキッズをやめようと考えていました。し  
      かし、児童養護施設の子どもたちの状況を聞いたら、スマイ   
      ルキッズの活動と繋がることがあって続けることにしまし  
      た。スマイルキッズの活動は、ブリッジフォースマイルの活    
      動の時間を見て活動を続けています。 

Q：ブリッジフォースマイルについてお聞きします。ホーム 
      ページを見させてもらいました。児童養護施設に入ってし 
      まう主な原因が、虐待とのことなんですが・・・。 

A：そうなんです。割合的には実の両親からの虐待が多いです。 
      虐待＝暴力というイメージをもってしまいますが、ネグレ 
      クト（育児放棄）も虐待に含まれます。佐賀県も全国の割 
      合と変わらないのが現状ですね。 

Q：自立支援をしているとのことですが、どのような問題や    
       課題で、自立への支援が必要になっていくのですか？？ 
A：児童養護施設での日常生活では経験したことないことに、 
      退所後、直面します。 
      児童養護施設に居るときは、医療券があるため保険証を提     
      示する必要がありません。退所後、病院へ行くと「保険 
      証ってなに？」ということになります。 
      職員1人に対して6~7人の子どもたちを担当していますが、 
      職員不足のため、社会生活を伝えることが、なかなか出来 
      ません。 

Q：私たちにとっては、普通のことが普通ではないことがあ      
      るんですね。退所後は、どういった支援を行っているので 
     すか？ 
A：退所後、児童養護施設に連絡をしなくなる子が多くなるた 
      め、連絡を取れるようにして、退所後の状況を把握して、 
     悩みや困ったことがないかの相談や対処などを一緒に考え  
     ていくことをしています。 

Q：退所後になると、支援が難しくなっていくのですね。最後    
      に一言メッセージをお願いします。 
A：そうですね・・・。ひとり親やその子ども、親元で暮らせ  
      ない子どもに向けて・・・ 
      自分に自信をもって未来に向かって進んで欲しいです。色   
      んな環境や状況だったかもしれませんが、悲観的にならな 
      いで、強く成長してもらいたいです！！新たなスタートと 
      して捉えてもらいたいです！！ 

A：ブリッジフォースマイル佐賀事務局のメンバー  B：会議中の様子 C：さがつく５周年AWARD2017に出席 
D：巣立ちのためのハンドブック   E：活動紹介のパネル  F：福島さんから掲載希望の画像 
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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 

1/22 未来共創イノベーション活動支援  
平成30年度募集 

社会 
教育 

科学コミュニケーション 
センター メディア 

ネットワークグループ 

1/22 公益財団法人 
倶進会「2018年度一般助成」 福祉 公益財団法人倶進会 

1/31 地域ささえあい助成 福祉 日本コープ共済 
生活協同組合連合会 

1/31 平成30年度 地域の伝統文化助成 文化 
芸能 

公益財団法人 
明治安田クオリティオブライフ 

文化財団 

2/28 2017年度 
公益財団法人ノエビアグリーン財団 助成事業 

青少年 
健全育成 

公益財団法人 
ノエビアグリーン財団 

日時 インベント名 料金 場所 お問い合わせ 

1/16 
第17期 

ビジネススクール 
鳳雛塾 

社会人 
20,000円 
大学生 

10,000円 

アイスクエアビル 5階  
マイクロソフト 

イノベーションセンター 
（佐賀市駅前中央1-8-32） 

特定非営利活動法人 
鳳雛塾 

TEL/FAX  
0952-20-3611 

E-mail 
info@housuu.jp 

1/28 
2017 SAGAバルーン 
チャレンジシリーズ  
第4戦 サガテレビ杯 

無料 
佐賀市嘉瀬川河川敷 

JR長崎本線北側  
嘉瀬川防災ステーション 

熱気球大会 
佐賀運営委員会 

TEL 
 0952-29-9000 

2/1 人形劇 
「あかずきんちゃん」 無料 山口亮一旧宅 

（佐賀市与賀町1368-1） 
山口亮一旧宅 

TEL/FAX  
0952-60-2978 

締切 募集名 内容 分野 お問い合わせ 

随時 
募集 ホストファミリー募集 ・日本の大学生とディスカッション 

・企業訪問や職業体験 国際 
認定NPO法人 
地球市民の会 

TEL 
0952-24-3334 

1/11 字幕制作 
ボランティア養成講座 

聞こえない（聞こえにくい）方にも
地元の番組を楽しんでもらえるため
の字幕を付ける養成講座。 

福祉 

佐賀県聴覚障害者 
サポートセンター 

 TEL 
0952-40-7700 

 FAX 
0952-40-7705 

1/31 
ひとり親・子育て応援 
ハッピーフォーラム 
ボランティア募集 

子どもの見守り 福祉 

佐賀市市民活動プラザ 
 TEL 

0952-40-2002 
 FAX 

0952-40-2011 

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 

 
平成29年度佐賀市市民活動プラザ交流連携「市民参加の交流会」 
ひとり親・子育て応援 ハッピーフォーラム 

■日時：平成30年2月3日（土）10：00～15：00 
■場所：佐賀市市民活動プラザ（佐賀市白山2-1-12 佐賀商工ビル7F） 
      ※駐車場は唐人南パーキングをご利用ください。 
■内容：第1部 行政によるひとり親家庭のサポート制度や助成金などの説明 
         大石來楽（くら）さんの講演会＆座談会 
    第2部 パネルディスカッション 
         登壇者：大石來楽（くら）さん・黒田香織さん・ひとりパパ 
■託児：あり（要予約・申し込み締切 1月25日（木）まで・対象年齢5ヶ月以上） 
■申込先・お問合せ：スマイルキッズ TEL080-1710-0160 またはFAX0952-97-9193  

平成３０年度 佐賀市市民活動応援制度「チカラット」募集説明会を開催します。 
 

平成23年度から制度を開始した佐賀市市民活動応援制度「チカラット」は、平成30年度の補助対象事業を募集します。 
募集説明会にお気軽にご参加ください！ 

■日時：①1月9日  （火）14：00～   
               ②1月9日  （火）18：30～   
               ③1月14日（日）10：00～ 
■場所：佐賀商工ビル７階共用大会議室 
■申込期限：1月4日（木）16：00までに団体名、氏名、連絡先、参加希望日時、質問事項をご連絡ください。 
■お問合せ：佐賀市協働推進課 
      TEL：0952-40-7078  FAX：0952-40-7385  E-mail：kyodo@city.saga.lg.jp 

佐賀市からのお知らせ 

参加者同士が知り合い、市民活動をしていない方も市民活動を知るきっかけになる集まりです。 
知り合うことから・・・始めませんか！ 

参加費 
無料 

■日時：平成30年1月19日（金）13:30～14:30  
■場所：佐賀市市民活動プラザフロア（佐賀市白山2-1-12 佐賀商工ビル7階） 
■対象：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。 ※事前申し込み不要です。 
      ※団体のリーフレットやイベントチラシなどがありましたら、お持ちください！ 
     当日、名刺の代わりにお配りいただけます！  

1月のテーマは「プラザフロア利用団体交流会」です！！ 
レターケース・フロア・ロッカー、機器などに興味があり、利用を考えている方なら、どなたでも参加出来ます。 

NPO法人事務力アカデミー「入門手続き編（初級）」セミナー＆検定 
★経理や労務、登記など組織を運営する上で必要とされる事務能力を獲得を目指します。 

申し込みフォーム 

■日時：平成30年1月13日（土）9:30～17:30（受付：9:00～） 
■講師：加藤  彰子 氏 （NPO事務支援センター  センター長  運営：NPO法人 岡山NPOセンター） 
■内容：事務力アップセミナー・ランチセッションwith 講師・事務力検定試験（初級） 
    ※ランチセッション500円、検定受験料1000円別途かかります。 
    ※事務力アップセミナーのみの参加は無料です。 
■申込：佐賀市市民活動プラザ 
    TEL：0952-40-2002 FAX：0952-40-2011 E-mail：plaza@tsunasaga.jp 
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