
平成２４年度キラリ輝く市民活動活性化補助金 採択事業一覧
【協働推進部門】

事業分野 採択月 申請団体 事業名 事業内容

思いやり ５月 NPO法人城南健康ふれあい倶楽部
認知症及び医療費が限りなく少なく住みや
すい医療のまち：久留米

認知症予防のために、啓発や普及拡大予防のための実践策（オリジナル）を作成して、講座やセミナーを
開催する。

賑わい ５月 夢こうら・つくし 高良川、花と清流の街おこし
高良川周辺に四季の花を植栽し、市外からも人が来る遊歩道を作り、ウォーキングやまつりを開催する
など賑わい、町おこしを進める。

思いやり ７月
ＮＰＯ法人権利擁護支援センターふくおか
ネット

障害者虐待防止ネットワーク・権利擁護支援
推進事業

平成２４年度障害者虐待防止法が施行されるにあたり、その市民への理解、浸透を図るべく地域ネット
ワークの構築及び啓発活動の推進を行う。

安全安心 ７月 久留米市民ゲートキーパー 絆の会 ゲートキーパー活動の推進事業
「市民一人ひとりが自殺予防の主役となる」当事者意識の醸成のため、市保健所との協働により研修会
や講座、イベントを開催する。

思いやり ８月
「くるめ出逢いの会」「つながろう・アース
フレンズ」連合体

オープンスペース開設準備事業
障害者、ひきこもり、高齢者をはじめ、制度の谷間でいろいろな事情を抱えて生きづらさを感じている方々
が気軽に立ち寄り、集い、情報交換しながら相談先や支援者につながるための居場所づくり。

安全安心 ８月 東国分校区女性防火クラブ 地域の絆と防災の輪を広げる事業
校区内各自治会において、初期消火訓練の実施や、住警器設置促進、ＡＥＤなどの応急手当法普及活
動、炊き出し訓練、防火・防災講演会などを実施することによって、地域での安全安心活動に取り組む。

賑わい ８月 山川校区地域づくり振興会産業観光部
＊キラリ山川＊ 桜とオオムラサキに出遭え
るまちづくり

王子池周辺を中心に桜の植栽を行い、国蝶オオムラサキを繁殖、放蝶することによって、それらを山川
校区の観光資源として活用しながら久留米市内外から人を呼び込む。

賑わい ８月 荒木町活性化推進協議会 荒木町元気づくり事業 荒木町の賑わい創造のため、ＪＲ荒木駅前へのイルミネーション点灯及び鷲塚公園での桜まつり開催。

賑わい ８月 西鉄高架沿線活性会 西鉄沿線にぎわい活性化事業
西鉄久留米駅沿線の高架下に、年間を通して賑わいを創造するため、四季折々の花植え、通りの環境
整備等を行うとともに、冬にイルミネーションを華やかに彩り、暗く太陽が閉ざされた空間のイメージアッ
プを図るとともに地域商店ともタイアップした取り組みも行う。

賑わい ９月
キラリ久留米ＤＥ ＷＩＮＴＥＲ フェスタ実
行委員会

キラリ久留米ＤＥ ＷＩＮＴＥＲフェスタ
ほとめきファンタジーの開催時期に、西鉄久留米駅から一番街にかけてのエリアを中心に、ワークショッ
プ、ステージイベント、地元製作者などによる物品販売等の賑わいの場の創出を通して、多くの市民の来
訪促進とともに、地域住民と商店街との協働により、市民同士の交流の場をつくる。

思いやり １０月
特定非営利活動法人新現役の会ちくごセ
ンター

タブレット活用による、認知症予防および孤
立化防止事業

高齢者や団塊シニア世代の認知症予防、孤立化防止の為、校区コミュニティセンターやまちなか商店街
内、介護施設等でタブレット端末活用教室を開催する。タブレット端末の簡単さ、楽しさを活用しながら、
各教室を仲間づくりとコミュニケーションを図るサロンとして位置づける。

安全安心 １０月 草野校区まちづくり振興会 青色回転灯パトカー運行事業
校区コミュニティ組織を中心として、青色回転灯パトカーパトロール隊を編成し、登下校時の通学路、夜間
の校区内危険箇所などをパトロールしたり、青少年健全育成のための広報活動することによって、犯罪
抑止力を高める。

賑わい １２月 久留米つばき振興会 筑後草野駅ツバキおもてなし事業
耳納北麓地域の特色の一つであるツバキを活用した地域の賑わい創出事業として、ツバキの植栽と住
民の手による維持管理を行い、今年登録の認証を受けた日本風景街道における景観作りや散策ルート
の充実を図る。



【活動推進部門】

事業分野 採択月 申請団体 事業名 事業内容

思いやり ５月 平野区 生活支援手助け事業
老人宅周辺の草刈、枝切などの支援や農繁期の空き巣警戒巡回、青少年健全育成夜回りなど、地域の
困っている方の支援を行う。

思いやり ５月 くるめ傾聴ボランティア ろばの耳 くるめ傾聴ボランティア ろばの耳
介護老人福祉施設を訪問し、施設入居者への傾聴ボランティア活動を行い、心を癒し孤独感や不安を軽
減し安心感につなげる。

思いやり ５月
小森野V.C.C（ボランティアコンビニクラ
ブ）

小森野Ｖ.Ｃ.Ｃ地域支援事業 小森野校区内高齢者宅の照明交換、部屋の模様替、植木剪定、話し相手、除草、草刈などを実施する。

思いやり ５月 青峰はげましサロン 青峰はげましサロン
近年多発した高齢者独居の孤独死を防ぐ手立てとして、互いの近況や悩みなどを自由に語らえる場を設
け、音楽コンサートや講座等を開催する。

思いやり ５月 NPO法人ゆにば市民ネットワーク ゆにば農園開設事業
学習遅滞児や不登校児、地域の皆さんが集える農業体験、収穫祭、食育の場として活用しながら、多世
代交流を図る。

安全安心 ５月 鳥飼校区まちづくり協議会 自主防災会 自主防災 災害時避難体制づくり活動
地域を一体とした自主防災体制を整備するために、自主防災備品の整備、要援護者の登録管理、自主
防火講演会、自主防災避難誘導訓練などを実施する。

賑わい ５月 藤山町ホタル部会 藤山町ホタル育成事業
ボランティアによるホタルの養殖・飼育を通じて、環境、自然の再生を促し、ホタルの鑑賞に来た方とのふ
れあいで、藤山町の自然のすばらしさを伝え、町の賑わいを創造する。

賑わい ５月 hitoKURU
「学生と地域の連携事業」
～学生主催学園祭～

土曜夜市において学生共催ブースとして学園祭を執り行い、若年層の来場者を増加させ、久留米市の伝
統的な催し物を若い力で再び奮起させ、地域を盛り上げる。

賑わい ５月 エツ祭実行委員会 エツ祭
筑後川の恵みであり、城島地域の特産物である珍魚「エツ」をメインにしたイベントを開催し賑わいを創出
する。

思いやり ６月 日向ひょっとこ踊りときめき隊 日向ひょっとこ踊りで笑いを届ける事業 市内の老人ホーム、養護施設等において日向ひょっとこ踊りを演舞して笑いを届ける。

思いやり ６月 筑後川花火大会をみんなで見る会 筑後川花火大会、障害者招待事業 筑後川花火大会の観覧を障害者とともに観覧する。

安全安心 ６月 怒田区 防災避難訓練事業 田主丸校区怒田区在住の児童やその保護者を中心とした避難訓練及び自立･自炊訓練を行う。

思いやり ７月 つつじ会 独居者 孤独化 見守り事業
一人暮らしの高齢者を対象に、月2回の「しゃべろう会」や月1回の道路・公演、清掃などのボランティア活
動への参加を呼びかけ、高齢者の孤独化を予防・回避する。

思いやり ７月 生津ミニミニサロン 生津ミニミニサロン
高齢者の閉じこもりや認知症、うつ病予防による自立支援、安否確認を目的に地域の高齢者を対象とし
たサロン事業。



思いやり ７月 馬場区自治会 地域住民のふれあいの広場
地域住民の誰でもが集える広場を整備して、老人、子供が安心して使え、様々な方との触れあいや交流
が可能な場を創る。

思いやり ７月
特定非営利活動法人ホームレス支援久
留米越冬活動の会

農業就労体験事業
ホームレスに対して農作業体験による就労支援を行うことにより、働く喜びを通した自立意欲の醸成を図
る。

安全安心 ７月 御井校区地域安全推進会 住民によるまちの浄化・犯罪抑制事業
違反広告物の撤去活動及び校区青パト活動への人員協力、買い物やウォーキング、犬の散歩などでも
防犯パトロールを行う。

思いやり ８月 ツインズクラブ
「みんなちがって みんないい」多胎児育児
を２倍楽しもう！！

多胎児妊娠中の方から子育て中の方を対象に、多胎児育児情報の提供や意見交換などの交流支援、
子育て支援について考える講演会などを行う。

思いやり ８月 志寿来サロン 地域食堂事業
空き店舗を活用して、地域の高齢者、単身者、ひきこもりの方などが集い、楽しい時間を過ごせる癒しの
場としてサロンを開設し、週に１度は食事を提供します。

安全安心 ８月 ＮＰＯ法人筑後地域救急医療研究会
市民及び医療関係者の災害医療・救急医療
の教育事業

救急医療の現場や災害時には、医療従事者と地域住民とが協働することにより、一人でも多くの命を救
うことが出来るという意識の啓発のため、地域での勉強会や市民向け研究会を開催する。

賑わい ８月 高良山の森と環境を守る会 第13回 高良山もみじ狩り
高良山中腹のもみじ谷のもみじの古木大木群を活かして紅葉の時期に「もみじ狩り」を開催し地域の振
興を図る。

賑わい ８月 耳納四季の花実行委員会 キラリ耳納四季の花公園
地域の荒れかけた放置水田に、地域の高齢者の生きがいづくりの一環として花を植え四季折々の花園
を開設し、市のみどりの里づくり事業と合わせた散策ルートづくりに貢献することによって賑わいづくりを
目指す。

思いやり ９月 久留米青年講座 風の羽ばたき隊 サンタに会いたい事業
３歳から就学前の児童がいる家庭に、サンタクロースに扮して訪問し、事前に家族から預かったプレゼン
トを手渡すことで夢、希望、感動を届ける。訪問家庭については広く募集を募るが、両親不在やひとり親
世帯などの家庭環境の子ども達を優先する。

安全安心 ９月 久留米市校区まちづくり連絡協議会 校区の安全安心向上活動
市内各校区で現在取り組まれている安全安心のための取り組みをさらに充実させるため、新たな取り組
みの契機とし、久留米市が取り組むセーフコミュニティの考え方を市民に周知するため、各所で使用でき
る小旗を作成し、市内全校区での活動への活用を図る。

賑わい ９月 久留米絣の着物を着ろう会
久留米絣・着物パレード～男女100人、久留
米ほとめき通り商店街を練り歩きます！～

久留米絣という久留米の地域資源を活用した賑わいづくりのイベントとして、絣の良さを知り、絣をテーマ
とした着物パレード、ステージでの踊り、ファッションショー等を通じて、会員のみならず商店街との協働に
より、参加者と市民の交流の場のみならず、地域の賑わい創造に繋げる。

思いやり １０月 ザ・コスモス ふれあいサロン
高齢者に対するふれあいの場の提供、身体機能の低下や介護予防のための体操など、日常生活に生き
がいを見出しながら仲間づくりを進めることで、独居老人の閉じこもりを防止する。

思いやり １０月 エール紫音 老人施設訪問演奏活動事業
高齢者福祉施設の高齢者の方に、耳なじみのある童謡や抒情歌、ハワイアンフラなど、歌やハーモニカ
の出前演奏会を行い、介護支援の提供を受けるだけではなく、楽しみや懐かしさを感じられる機会を提
供する。

安全安心 １０月 西国分校区防災訓練実行委員会 自主防災啓発事業
大規模災害を想定し、「自分の命は自分で守る」という自助意識を高めるとともに、「向こう三軒両隣」の
関係からなる共助の絆の再生を図るため、校区防災訓練、心配蘇生法・AED訓練を実施する。

安全安心 １０月 荒木校区防犯協会 荒木町青色回転灯パトカー運行事業
地域住民の安全安心の確保のため、校区内の主に犯罪の発生する危険性が高い場所を中心に、青色
回転灯パトカーで巡回パトロールする。

安全安心 １１月 小森野校区子ども安全パトロール隊 青色回転灯パトカー運行事業
校区コミュニティ組織を中心としてパトロール隊を編成し、地域を青色回転灯パトカーでパトロールするこ
とによって、交通事故や痴漢、不審者等から住民を守る。

賑わい １２月 草野校区吉木東区自治会 ツツジでみどりの里づくり事業
耳納北麓地域の特色の一つであるツツジを活用した地域の賑わい創出事業として、ツツジの植栽と住民
の手による維持管理を行いながら、地域で作成しているつつじ巡りマップにも掲載し、にぎわいスポットに
つなげていく。


