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

・まん延防止等重点措置が 3/6 まで延長になりました。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備えあいフェスタ 2022 Vol.03 

見えない・見えにくい人の視点から考える災害学習イベントの 3 回目です。歩行訓練士や眼鏡士から

の災害時における話や、ぼうさい落語、災害時シミュレーションゲーム等が行われます。 

〇日 時：2022 年 3月 6日（日）13:00～16:00 

〇場 所：オンライン Zoom（オンラインイベント「くるめオンライン公民館」内） 

〇参加費：無料 

〇申 込：https://forms.gle/WPxsZ7T7DvKmmpZ59 

〇主 催：心眼ハート♡あいず 

〇問 合： 090-3987-3327（長谷部） 

https://www.facebook.com/events/521138802658921/?ref=newsfeed 

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

 

②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） 

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 

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

 

③ MINKURU FRONT ～見えない世界から見えてくる自分たちの協働 

 久留米市市民活動サポートセンターの公開型勉強会です。 生まれつき見えないながらも、業界最大手

の IT 企業に勤務している切明 正憲氏をお迎えしてクロストーク形式で行います。 

〇日 時：2022 年 3月 6日（日）10:30～11:30 

〇場 所：オンライン Zoom 

〇講 師：切明 正憲氏（心眼ハート♡あいず） 

〇対 象：みんくる スタッフ他、協働に興味のある方 

〇参加費：無料  

〇定 員：50 名 

〇申 込：https://forms.gle/wJWudw6mRq8vrGN3A 

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/2022/02/25/minkuru-front/ 

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

 

④「働きながら活動どうしよる？」円卓 

 市民活動に取り組んでいる方との情報共有・意見交換会です。現在、仕事をしながら活動している久留

米地域の人の生の声を聞きます。 

〇日 時：2022 年 3月 12 日（土）10:30～12:30 

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：無料 

〇定 員：会場 30 名  /オンライン 100 名 

〇申 込：https://forms.gle/oN8ptMc3sPVdPnah7 

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  

〇メール： info@kurume-kyodo.jp 

https://kurume-kyodo.jp/2022/02/18/entaku/ 

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

 

⑤決算から総会までオンラインセミナー 

NPO 法人の事務局で働く方向けのセミナーです。決算の進め方、毎年度必要な各機関等への提出書類、

そして総会の開催手続きについて集中的に学べます。 



〇日 時：2022 年 3月 15 日（火）13:30～16:30 

〇場 所：オンライン（Zoom） 

〇講 師：加藤 彰子 氏（岡山 NPO センター 事務支援センター所長） 

〇参加費：1,500 円（会員） 3,000 円（会員以外） 

〇申 込：チラシ裏面の申込み用紙を FAX でお送りいただくか、フォームからお申込みください。 

チラシ→https://bit.ly/3ooSlNR 

フォーム→https://forms.gle/RjmztjJavMLv2XD86 

〇主 催：特定非営利活動法人 岡山NPO センター NPO 事務支援センター 

〇問 合：086-224-0995   

〇メール：npokayama@gmail.com 

http://www.npokayama.org/ 

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

 

⑥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 にメール 

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/ 

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

 

＼☆＼   ／☆／ 

     活動団体紹介 

／☆／   ＼☆＼ 

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

  持続可能なまちづくり研究会 

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

2009 年に代表の西村さんが、ドイツで「欧州エコツアー」にお子さん 3 人連れて参加し、フライブル

クを視察。村上敦さんの案内を受けたことがきっかけとなり、「低炭素で暮らしやすいまちづくり」につ

いての学習を続けよう、という方が集まり 2010 年に発足しました。以降、精力的にセミナーやイベン

トを開催されています。 

▽団体からのメッセージ♪ 

地球温暖化防止のため脱炭素が命題ですが、そのキーワードが“森”です。 

3 月 6日開催のセミナーは、森のことを学ぶ貴重な機会です。多くの皆さんの参加をお待ちしてます。 

mailto:gdfam.fukuoka@gmail.com


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

 久留米グリーフケア Cafe ～やすらぎの部屋～ 

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

  自分自身を守るための心や身体の自然な反応を『グリーフ』といいます。 

「哀しみの談話室」という、死別や離別の気持ちをありのままに語ることができる安心・安全な場所、

聴いてくれる人のいる場所 を作っています。 

▽団体からのメッセージ♪ 

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、参加した方の気持

ちに耳を傾けます。 

グリーフは心理的・身体的・社会的・精神的な反応を含んだものです、哀しみの中には大きな愛があ

るのですから。誰にも話せない、周りに理解されない等、グリーフケア Cafe だから語ることができる

居場所、あなたの話や思いに寄り添っていく仲間がいます。 

〇場 所：ふれあいホール（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 

〇主催・申込：久留米グリーフケア Cafe 

〇問 合：070-1970-1953 

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

 

+++++++++++ 

infomation 

+++++++++++ 

■3月のみんくる休館日は 3月 22日（火） 

■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  

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 


