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新型コロナウイルス感染症が急速に拡大し、これまで以上に感染対策が求められています。 

そのような中、市民活動は人と人とをつなぎ、市民生活を支える大切な活動であり、様々な感染対策を

行ないながら活動を継続していただくことも重要です。 

久留米市では、感染拡大時期にも活動を継続できるよう支援を行なっています。 

詳しくはみんくるにご相談ください！ 

 

◆久留米市「市民活動お助けガイド」 

 活動に役立つ情報をまとめています。 

詳しくは市公式 HP 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2110volunteer/3030shien/2021-1224-0935-238.html 

 

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

・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  NPO 基盤強化講座 

NPO の組織基盤を強くする、これからの時代に求められる知識やスキルを学ぶ連続講座。 

単回での参加も可能です（第 1 回～第 6回は終了）。 



〇日時・講師： 

（A）第 7回【コミュニケーション】共感と支援につながるコミュニケーション 

・講師：二宮 聡 氏（NPO 法人九州コミュニティ研究所） 

・日時：2022 年 2 月 3日（木）19:00～21:00 

（B）第 8回【地域コミュニティ】新しい市民交流のカタチ 

・講師：おきな まさひと 氏（合同会社 visionAreal 共同代表） 

・日時：2022 年 2 月 7日（月） 19:00～21:00 

〇会 場：福岡市NPO・ボランティア交流センターあすみん または オンライン（Zoom） 

〇定 員：各 30名(オンラインからの参加には定員の制限はありません) 

〇参加費：無料 

〇申 込：info@fnvc.jp 

〇主 催：福岡市NPO・ボランティア交流センター あすみん 

〇問  合：092-724-4801   

https://www.fnvc.jp/event/detail/1464 

 

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

 

②ソーシャルビジネスシンポジウム 

「NPO・企業・行政などの連携・協働」をテーマに、オンラインで開催されるシンポジウム。 

地域貢献に興味がある方や、ソーシャルビジネスに取り組む方におすすめです。 

〇日 時：2022 年 2月 23 日（水・祝） 13:30～17:20 

〇講 演：「ソーシャルビジネス・企業・行政の新しい連携とは」 

    パネルディスカッション①…「ＮＰＯ、企業、行政との連携・協働のポイント」 

    パネルディスカッション②…「連携・協働を地域で生み出すために求められる支援とは」 

〇場 所：オンライン Zoom（ウェビナー） 

〇参加費：無料 

〇申 込：https://www.stage.ac/social-sympo/regist/ 

〇定 員：先着 400 名（要申込み） 

〇主 催：日本政策金融公庫 

〇問 合：ソーシャルビジネスシンポジウム運営事務局 

          03-3554-5049（土日・祝日を除く 10:00～17:00） 

https://www.stage.ac/social-sympo/ 

 

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

 

③サスティナブルな“森林大国・日本”への道～気くばり森林業で地方はよみがえる～ 

森林について学ぶセミナーです。 ドイツ在住の池田憲昭さんが、現地から参加されます。 

リアルとオンラインの両方で行うハイブリッドイベントです。 

〇日 時：2022 年 3月 6日（日）14：30～17：45 

〇講 師：池田憲昭 氏 （日独森林環境コンサルタント） 



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

          （休館時  Gyallery Earl Gray ギャラリー アールグレイ） 

     http://www.earl-gray.jp/access.html 

〇参加費：一般 500 円 / 学生・生徒 無料 

〇申 込：https://peatix.com/event/3118528 

〇主 催：持続可能なまちづくり研究会 

〇問  合：090-8417-3259(西村) 

https://bit.ly/3gd7vRN 

 

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

 

④ギャンブル依存症の家族相談会 

ギャンブルに関する問題を抱えている家族がいる方向けの相談会です。完全予約制です。 

少人数制で、質問や不安にこまやかに答える会です。 

〇日 時：2022 年 3月 20 日（日）12:00～ ／ 家族会：13:30～ 

〇会 場：久留米シティプラザ 中会議室 

〇講 師：田中 紀子 氏（公益社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会 代表） 

〇対 象：依存症問題でお困りのご家族のみ 

〇参加費：無料 ／ 家族会 1,000 円 

〇定 員：10 名 

〇申 込：gdfam.fukuoka@gmail.com 

〇主 催：全国ギャンブル依存症家族の会 福岡 

〇問 合：090-2713-1684（村田） 

https://kurume-kyodo.jp/2021/12/28/event2021_izonshou2201/ 

 

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

 

⑤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： 

 2022年 3月 1 日(火)、2 日(水)、3日(木)、7日(月)、8 日(火)、11日(金)の 10:00～15:00 

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、大木町、大刀洗町にお住まいの 20 歳以上 

〇定 員：20 名(先着順) ※託児要相談 

〇主  催：ファミリー・サポート・センターくるめ 

〇申 込：0942-37-8888、famisapo@ktarn.or.jp 

〇申込期限：１/11(火) 10：00 ～ 2/26(土) 17：00 

mailto:famisapo@ktarn.or.jp


https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9055kokosapo/3010oshirase/2021-

mimamorikaiin_yoseikozaNOV2.html 

 

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

 

＼☆＼   ／☆／ 

     活動団体紹介 

／☆／   ＼☆＼ 

 

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

  NPO 法人 全国ギャンブル依存症家族の会（家族の会 福岡） 

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

 ギャンブル依存症の家族の集まりです。ギャンブル依存症の家族が抱える問題を広く知ってもらうこ

とを目的として、啓発活動、情報提供などの活動をしています。 

家族の会 福岡 は、2018 年に結成されました。 

 

▽団体からのメッセージ♪ 

 「必ず解決策はあります！」 

 ギャンブル依存症の問題に悩んでいる家族や雇用者等が連帯し問題の解決をはかり、 情報を社会に発

信するとともに若年層への予防を図ることを目的として活動しています。 

 私達はギャンブル依存症の問題(繰り返す借金など)の解決策を経験を通してお伝えしています。 

 どうか勇気を出して助けを求めてください！ 

〇問 合：090-2713-1684（担当 むらた） 

https://gdfam.org/group/fukuoka/ 

 

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

 地域活動応援塾・くるめ 

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

「市民活動で！オンライン活用！」というハイブリッドイベントを主催。市民活動・地域活動・近隣

活動を促進・応援する人財の掘りおこしや、居場所作りの事例紹介等の講座を開催しています。オンラ

インを使って積極的に活動を続けています。 

 

▽団体からのメッセージ♪ 

3 年目のコロナ禍、当会の市民活動・地域活動も、中心は集まって、活動してきまして、大幅に、制

限を受けています。そこで 2年前からみんくるのアドバイス・支援を受けながら、ハイブリッド方式（対

面＋オンライン）実施中です。 

〇主 催：地域活動応援塾・くるめ 

〇問 合：090-9488-7308（担当 江上） 

https://www.facebook.com/groups/977107455828366 

 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9055kokosapo/3010oshirase/2021-mimamorikaiin_yoseikozaNOV2.html
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9055kokosapo/3010oshirase/2021-mimamorikaiin_yoseikozaNOV2.html


+++++++++++ 

infomation 

+++++++++++ 

■2月のみんくる休館日は 2月 21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  

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 


