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秋も深まってきましたね。 

今月も宜しくお願いします (^▽^) 

 

***************************** 

・マスクを着用する等、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をおこなった上でイベントに

ご参加ください。 

・イベントは、状況により中止になる場合があります。 

・イベントへの問合せ・予約は、各主催者にご連絡ください。 

****************************** 
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①つなげよう、つづけよう。あなたの大切な活動 

連続講座の第 2 回目・第 3 回目です。事業戦略の重要性や資金調達等について学びます。 

これからお申込みいただいた団体も、第 1 回目の内容を Youtube で見ることができるのでおススメで

す。 

〇日  時： 

  第 1 回 2021 年 10 月 21 日(木) 14:00～16:00(終了) 

  第 2 回 2021 年 11 月 4日(木) 14:00～16:00 

  第 3 回 2021 年 11 月 17 日(水) 14:00～16:00 

 (後日 Youtube 限定配信 ・申込団体のみ視聴可) 



〇場  所：久留米市市民活動サポートセンター みんくるまたはオンライン(Zoom) 

〇参加費：1講座 3,000 円（1 団体ごと）/ 3 講座セット 5,000 円(1 団体ごと) 

〇定  員：会場 20 名 / オンライン なし 

〇申  込： https://forms.gle/kT7bogQ5pWUkSpT87 

〇主  催：久留米市市民活動サポートセンター みんくる 

〇問  合：0942-30-9067             

  https://kurume-kyodo.jp/2021/09/26/event2021_3kouza-10/ 

 

-------------------------- 

 

②市民活動で！オンライン活用！ 

 

2 部形式のハイブリットイベントです。どちらかだけの参加も可能です。 

第 2部では、ジャムボードというアプリを活用します。オンラインの可能性が広がりますよ。 

〇日 時：2021 年 11 月 5 日(金) 

 (A)＜第 1 部＞ 13:30～15:00  

  「オンライン初心者講習会」 

   講師：久留米市市民活動サポートセンター みんくる 

 (B)＜第 2 部＞ 15:30～17:00 

  「簡単！やってみよう！オンライン・おしゃべり体験！」～新聞を通してグループで会話を楽しむ

方法～ 

   講師：地域コミュニティ CORAL 代表理事 山本菜穂子氏 / 同理事 原口はるみ氏 

〇場 所： 

 (A)久留米市市民活動サポートセンター みんくる  

 (B)オンライン(Zoom) 

〇参加費：(A)300 円 (B)無料 

〇定 員：(A)会場予約先着 8名 (B)オンライン 100 名 

〇申 込：https://forms.gle/Y4R3P7K18JTLgCkb6 

〇主 催：地域活動応援塾・くるめ 

〇問 合：090-9488-7308 

 https://kurume-kyodo.jp/2021/10/16/event2021_ouenjuku11/ 

 

-------------------------- 

 

③くるめインスタごみ拾いツーリズム  

 

「何から始めたら良いかわからない」という方でも気軽に参加できるボランティア体験会です。 

インスタグラムを活用した「くるめインスタごみ拾い」からのスピンオフイベントです。 

 

〇日  時：2021 年 11 月 7 日(日) 13:00～16:00 



〇場  所：①久留米市市民活動サポートセンター みんくる(定員 10 名) 

          ②オンライン(Zoom) 

〇参加費：無料 

〇申  込：https://forms.gle/eSYUYWZ2d9LZmJ3g6 

〇主  催：久留米市市民活動サポートセンター みんくる 

〇問  合：0942-30-9067  

 https://kurume-kyodo.jp/2021/10/10/event2021_ksg-tourism11/ 

 

-------------------------- 

 

④「哀しみの談話室」久留米グリーフケア Cafe～やすらぎの部屋～ 

 

大切な人や存在をなくし悲しみかかえている方が、思いをありのままに話せる場所が開かれています。 

一般社団法人日本グリーフ専門士協会の『グリーフケア』を深く学んだ専門士が対応します。 

 

〇日  時：2021 年 11 月 14 日(日) 13:30～15:20 

          2021 年 12 月 12 日(日) 13:30～15:20 

〇場  所：ふれあいほ～る(久留米市中央町 35-1) 

〇参加費：初回無料(2回目以降 1,000 円) 

〇申  込：https://yasuragi-no-heya.studio.site/#form 

〇主  催：久留米グリーフケア Cafe 

〇問  合：070-1970-1953 

 https://yasuragi-no-heya.studio.site/ 

 

-------------------------- 

 

⑤やさしい街 presents 「フレンドリー マルシェ」 

医療、健康、福祉、文化、国際交流などの分野で地域住民の活動と場を提供する団体「やさしい街」が

主催。 

セミナーにマルシェやカフェコーナーも楽しめます。収益金は、子どもの支援活動をしている団体、個

人に寄付されます。 

〇日 時：2021 年 11 月 27 日(土)～28 日(日) 

 (A)2021 年 11月 27日(土) 10:30～11:30 

 「ドローンプログラミング」 

  講師：筑後を守るドローン隊 

  (B)2021 年 11月 28 日(日) 10:00～15:00 

 「つながりあう未来を信じて」 

  講師：子どもたちの未来応援 アースチャレンジャー代表 川野悦子氏  

〇場 所：やさしい街ホール(音成クリニック 2F) 

〇参加費：(A)1,000 円(付添者含む)/一般視聴 500 円(茶菓付き) 



     (B)500 円(茶菓付き) 

     ※マルシェ、カフェコーナーは入場無料 

〇定 員：(A)限定 10 名 (B)なし 

〇主 催：一般財団法人 やさしい街 

〇問 合：0942-37-2310 

 https://friendly-town.com/ 

 

-------------------------- 

 

⑥  コロナ後をどう生きる？ 

あすばる男女共同参画フォーラム 2021 内で行われるオンラインイベントです。 

わたしの人生はわたしのもの ～育児・介護の地域力をあげて私たちが望む社会へ～ と題し、グループ

ワークショップで本音で語り合います。 

〇日  時：2021 年 11 月 28 日(日) 13:00～15:30 

〇場  所：オンライン 

〇参加費：無料 

〇定  員：36 名 

〇申  込： 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZFep0wH0m_YnIfcd4jqwbzU47cfrzmQciKu0AY-

Q0IGNxaQ/viewform 

〇主  催：NPO 法人 久留米 10万人女子会 

〇問  合：100000jyoshi@gmail.com 

 https://100000kurume.localinfo.jp/posts/20647598 

-------------------------- 

⑦みまもり会員 養成講座 

ファミリー・サポート・センターくるめでは、育児のお手伝いをしてくださる見守り会員を募集してい

ます。 

みまもり会員になって、地域の子育てのお手伝いをしませんか？ 

 

〇日 程： 

 2021 年 11 月 5日(金)、9日(火)、12日(金)、15 日(月)、17 日(水)、18日(木)の 10:00～15:00 

 すべて受講した方のみ…11 月 19 日(金) ファミサポ登録会 

〇場 所：えーるピア久留米 

〇参加費：無料 

〇対象者：久留米市・うきは市、大刀洗町、大木町にお住まいの 20 歳以上 

〇定 員：20 名(先着順) 

〇主  催：ファミリー・サポート・センターくるめ 

〇問  合：0942-37-8888、famisapo@ktarn.or.jp 

  http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3080ninnshin_kosodate/4-1-

5_famisuppo.html 



 

-------------------------- 

 

┌─────────────┐ 

|★久留米市からのお知らせ★| 

└─────────────┘ 

⑧女性に対する暴力をなくす運動「パープルリボンキャンペーン」 

 

毎年 11月 12日から 25日までの 2 週間は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。 

久留米市内でも、講演会をはじめ、オレンジ＆パープルリボンツリーの設置やライトアップなどを行い

ます。 

そのなかで、講演会についてお知らせします。 

 

○日 時：2021 年 11 月 21 日（日）14:00～16:00 

○場 所：男女平等推進センター210・211 研修室（えーるピア久留米内） 

○演 題：「命の問題（虐待・いじめ・非行）から子どもを守る多機関連携」 

○講 師：安永 智美（福岡県警察本部生活安全部少年課少年健全育成室課長補佐） 

○定 員：30 名（先着順） 

○申 込：https://www.shinsei.elg-front.jp/fukuoka/uketsuke/form.do?id=1632191078659 

○主 催：久留米市男女平等推進センター 

○問 合：電話 0942-30-7800、FAX0942-30-7811 

 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100keikaku/2100jinken/3025danjoevent/2020-1006-1022-

254.html 

※本市庁舎ライトアップは 11月 5日（金）19:30～21:00 に実施します。ぜひ、ご覧ください。 

 

-------------------------- 

 

⑨人権尊重週間 

 

毎年 12月 4 日から 10 日までの１週間は「人権尊重週間」です。 

同和問題をはじめとするあらゆる差別の解消に向けた人権尊重に関する啓発のため、市内各所で人権に

関する講演会を実施します。 

そのなかで、市民のつどいについてお知らせします。 

 

○日 時：2021 年 12 月 4 日（土）14:00～16:00 

○場 所：久留米シティプラザ 久留米座 

○テーマ：「学び、つながり、そして行動へ ～子どもたちの未来のために～」 

○内 容：北野中学校区人権のまちづくり推進協議会の取組み発信 

○定 員：100 名（先着順） 

○申 込：電話または FAX 



○主 催：久留米市・久留米市人権啓発推進協議会 

○問 合：電話 0942-30-7500、FAX0942-30-7501 

 

-------------------------- 

 

＼☆＼   ／☆／ 

     活動団体紹介  

／☆／   ＼☆＼ 

 

 

「一般社団法人 久留米健康くらぶ」 

 

認知症の予防・進行防止を目指して気軽に集う「認知症カフェ」事業を中心に、地域の課題解決を目指

している団体です。 

 

▽団体からのメッセージ♪ 

今や人生１００歳時代！認知症ご本人や家族そして一般市民、専門家等だれでもが気軽に集い、認知症

を正しく理解し、学ぶ認知症カフェを各校区で設置していく事を目指していければと考えています。 

皆様の周りに困っている方や心配で不安に感じている方や認知症カフェに関心のある方ががおられま

したら、お声をかけて頂ければ幸いです 。 

 

〇電話：0942-35-0212 

〇場所：久留米市中央町３５－１ あきない通り西原 

http://117fureai.org/ 

 

-------------------------- 

 

「健康麻雀の会」 

 

高齢者の生きがい作りのために、指先を使った頭の体操を目的として活動をしている団体です。 

「飲まない・吸わない・かけない」麻雀しているので安心して参加できます。 

 

▽団体からのメッセージ♪ 

ルールを守って活動できる方を募集しています。認知症予防やストレス解消になりますよ。 

人数調整等のため、完全予約制（前日まで）になっています。 

初心者も大歓迎です。 

 

〇活動日時：火・水・木・金 11 時～16 時 ※週 1 回の参加も可。 

（木曜はレディースデー ※木曜以外も女性の参加あり） 

〇活動場所：久留米市市民活動サポートセンター 



〇月会費：500 円 

〇参加費：500 円/回 

〇電話：090-7152-0469 （受付：10:00～16:00） 

 

 

+++++++++++ 

infomation 

+++++++++++ 

■11 月のみんくる休館日は 11月 15 日（月） 

■オンラインによる市民活動のご相談受付中 !(^^)! 

■「えぬぴおーれ」配信の登録・解除はこちらから 

⇒https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2110volunteer/3010network/backnumber.html 

 

久留米市市民活動サポートセンター みんくるでは 

ボランティアや NPO の皆さまのご相談も受け付けています！ 

↓↓↓ 

公式サイト https://kurume-kyodo.jp/ 

T E L：0942-30-9067 ／ F A X：0942-30-9068  

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 


