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あけましておめでとうございます！ 

今年もよろしくお願いします＾＾ 

 

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

・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 インドネシアの子ども達におにぎり文化を伝えよう！オンライン視聴 

インドネシア・カルタスラ小学校とオンラインで繋がります。久留米の小学生が、日本のおにぎりや伝

統舞踊を紹介します。 

〇日 時：2022 年 1月 8日（土）10:00～11:30 

〇場 所：オンライン（Zoom ウェビナー） 

〇参加費：無料 

〇主 催：九州インドネシア文化交流「ハラパンの会」 

〇問  合：rneshige@gmail.com／TEL 0942-37-2310 

※活動記録は団体 Facebook をご覧ください。 

https://m.facebook.com/Imagine1indonesia/?locale=ja_JP&_rdr 

 



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

 

② 災害時の外国人支援 ボランティア研修会 

防災の基礎や災害時の外国人支援の解説、外国人被災者の避難所受付支援等の体験、避難所等での災害

時の外国人被災者支援の体験に関する研修会です。 

〇日 時：2022 年 1月 8日（土）13:30～16：00 

〇場 所：えるる 2階 小研修室（大牟田市新栄町 6 番地 1） 

〇参加費：無料 

〇定 員：20 名 

〇申 込：https://www.shinsei.elg-front.jp/fukuoka/uketsuke/sform.do?id=1638431121891 

 上記でのお申込みが難しい場合は、問合せ先にご連絡ください。 

〇主 催：福岡県 

〇問 合：intpol@pref.fukuoka.lg.jp／TEL 092-643-3201 

 

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

 

③ 新春 市民公開講座 in 久留米 『睡眠のお悩みを解決して健康を目指そう』 

神経発達症と睡眠障害、認知症予防と睡眠の関係、いびきについて、認知行動療法とは何か、など睡眠

に関する講演会です。 YouTubeライブで参加できます。 

〇日 時：2022 年 1月 9日（日）13:00～15:00 

〇場 所：YouTubeにてライブ配信 （ホームページ内の QR コードから視聴可能） 

〇参加費：無料 

〇主 催：日本睡眠学会 

〇問 合：kurume.suimin46@gmail.com 

http://www.kurume-u.ac.jp/site/backno/20211210-1.html 

 

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

 

④ 6市町合同開催オンラインイベント 

「久留米移住計画」が企画運営しているオンラインイベント。まちの紹介や、移住者の声を聞く企画な

どがあります。 

うきは市・大川市・大木町・小郡市・久留米市・大刀洗町の 6市町が集まり、福岡県南部（筑後エリア）

にある久留米広域連携中枢都市圏という地域連携チームで合同開催します。 

〇日  時：2022 年 1月 10 日（月・祝） 10:00～16:00 

〇場  所：オンライン（Zoom） 

〇参加費：無料 

〇主  催：久留米広域連携中枢都市圏 （移住促進ワーキング） 

〇企画・運営：久留米移住計画 

〇問  合：kurume.ijyu.net@gmail.com 

http://kurume-ijyu.net/ 



 

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

 

⑤ 市民活動で！オンライン活用！ 

2 部形式のハイブリッドイベント。オンライン活用やこれからの地域づくりに興味のある方におすすめ

です。 

〇日 時：2022 年 1月 21 日（金） 

 (A)第 1部 13:30～15:00 相談会 

 「オンラインで何ができると？初心者相談会」 

 ・相談員：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 講演 

 「居場所づくり学習会～ぷらっと.荘島!“人”と“人”がつながる“場”立ち上げ編～」 

 ・話し手：秋満 美沙子 氏・長谷部 寿子 氏・藤野 薫 氏（ぷらっと荘島） 

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 20 名 (B)オンライン 人数制限なし 

〇申 込：(A)申込フォーム https://forms.gle/7bHmTmdgPas9oyw97 

       (B)問合フォームより  

https://www.kokuchpro.com/event/b3ad064f7702276369b40549dcedd75b/contact/ 

       その他、電話、メールも可能 

〇主 催：地域活動応援塾・くるめ 

〇問 合：090-9488-7308 

https://www.kokuchpro.com/event/b3ad064f7702276369b40549dcedd75b/ 

 

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

 

⑥子育て支援ボランティア養成講座 

受講者募集中です。受講後は子育て支援ボランティアとして活躍できる場がたくさんあります。子育て

支援に興味がある方におすすめです。 

〇日 程： 

 2022 年 1 月 25 日(火)、27 日(木)、28 日(金)、2 月 1 日(火)、2 日(水)、3 日(木)、7 日(月)の 10:00

～15:00 

〇場 所：えーるピア久留米 

〇参加費：無料 ※ただし、2 月 2 日は材料費 300 円が必要です。 

〇対象者：子育て支援に興味があり、受講後に活動できる方(20 歳以上) 

〇定 員：20 名(先着順) 

〇問  合：江南子育て支援センター TEL 0942-33-4441 

     ファミリーサポートセンターくるめ TEL 0942-37-8888 



     子育て交流プラザくるるん TEL 0942-34-5571 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9055kokosapo/3010oshirase/2022_Jan_kosodatesienv

olunteer.html 

 

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

 

    ＼☆＼   ／☆／ 

     活動団体紹介 

    ／☆／   ＼☆＼ 

 

============================================= 

ダンデライオン 不登校ひきこもりを考える親の会 久留米 

============================================= 

 不登校・ひきこもりについて親同士が互いに学びあって悩みを軽減し、親子が自分達らしく前に進め

る一助になることを目的としています。奇数月第三日曜日午前中に定例茶話会開催しています。 

NPO 法人未来学舎の後援で、子ども達を長年サポートしてきたスタッフに相談もできます。お気軽に

お茶を飲みにきてくださいね。 

〇場 所：未来学舎、コガケアアベニュー内Ｗcafe など 

〇問 合：090-1801-8863 

〇メール：dandelionkurume@gmail.com 

https://dandelionkurume.amebaownd.com/ 

 

=========== 

 ACA 久留米 

=========== 

ACA（アダルト・チルドレン・アノニマス）は、子供の時期をアルコールの問題やその他の機能不全の

ある家庭で過ごした成人（＝アダルト・チャイルド）の自助グループです。全国にあり、久留米では ACA

久留米（久留米グループ）として活動しています。経験と力と希望を分かち合い、自分たちの共通の問

題を解決するために、定期的にミーティングを開いています。 

詳細は、ACAのホームページをご覧ください。 

〇活動日：毎週土曜 19:20～20:50 

〇場 所：久留米市市民活動サポートセンター みんくる 

〇問 合：ACA 事務局 

     〒214-8691 登戸郵便局私書箱 12 号 

     ミーティング案内電話：044-945-7149 

〇メール：info@aca-japan.org 

https://aca-japan.org/ 

 

+++++++++++ 

infomation 



+++++++++++ 

 

■1月のみんくる休館日は 1月 17日（月）・ 年末年始の休館：12/29（水）～1/3（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 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

     


