
平成２６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】

９月

１０月

１１月

採択月

３月

３月

４月

５月

６月

思いやり 高良内校区まちづくり振興会
地域資源再生による高良内・杉谷多世代交
流促進事業

地域のつながりの希薄化の解消、過疎化対策のため、明治時代の僻地教育の先駆者である戸田友次
郎氏が残し荒廃していた田を活用し、花植えや農業体験など多世代交流や教育の場づくりを行う。

安全安心 鳥飼校区防犯協会 地域でできる安全安心事業
校区内の空き巣や自転車・バイク盗等の犯罪発生を防ぐため、３班体制による夜間徒歩巡回と、青色パ
トロールカーによる校区内の巡回を行う。

思いやり
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

障害者虐待防止法の趣旨や内容の周知および関係団体とのネットワーク構築によって障害者の虐待防
止、権利擁護の支援を行うため、障害者施設従事者や利用者、保護者等を対象にした研修会、施設や
団体等への出前講座を実施する。

賑わい 荒木町活性化推進協議会

自然を感じる　通町まちあそび
　久留米シティプラザの完成を見越し、中心市街地から通町周辺へと循環する賑わいを創出するため、
通町、寺町を中心に自然や歴史等の久留米の魅力をＰＲする様々なイベントを開催する。

荒木町元気づくり事業
賑わいを創出し、地域の活性化と訪問客の増加を図るため、ＪＲ荒木駅前にイルミネーションを設置し、
鷲塚公園に花見のための提灯を設置する。

７月

９月

思いやり ちっごのＴＤＬ
重度心身障害児の居場所づくりとその家族
のレスパイト事業

重度心身障害児者の居場所づくりと、その家族の介護負担や不安・悩みの軽減を図るとともに、在宅生
活の情報交換・発信を行い、理解の促進を図るため、重度心身障害児者とその家族によるお泊り会や情
報交換・交流会や、在宅ケアの様子を実際に見ることができる見学会を開催する。

賑わい けやきとアートの散歩路

高良川、花と清流の街おこし
ごみが捨てられ荒れていた高良川沿いに美しい風景を作り、地域の賑わい創造と活性化を図るため、高
良川沿いの除草・清掃を行い、彼岸花等を植栽し、９月に「彼岸花まつり」を開催する。

思いやり 一般社団法人アカルカ福祉協会 障害者・児　セルフプラン支援『キラリ☆塾』

障害者が障害福祉サービスを利用するために必要となる「サービス等利用計画」の普及促進を図るとと
もに、障害者及びその家族が自ら考え学び自己実現できるように支援するため、サービス等利用計画を
障害者自身が作成する「セルフプラン」について、作成支援講座を開催し、自身について考えるワーク
ショップや制度についての講義を行う。

事業分野 申請団体 事業名 事業内容

思いやり 依存症から市民を守る会 依存症から市民を守る
様々な依存症の恐ろしさを伝え予防することと、依存症本人やその家族の心のケアを行うため、チラシ・
ポスターによる予防啓発活動と、病院や保健所から講師を招いた学習会を開催する。

思いやり ＮＰＯ法人城南健康ふれあい倶楽部
認知症予防及び医療費の削減で安全安心
なまち創り

認知症の予防、啓発と、早期発見に寄与し、医療費が少なく安全安心なまちを目指すため、認知症予防
のための４つの講座と、早期発見や健康増進のための２つのセミナーを実施する。

賑わい 夢こうら・つくし



【活動推進部門】

３月

３月

３月

３月

４月

４月

１２月

１２月

採択月

３月

賑わい 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
地域の名産である久留米ツツジにより、地域の魅力を向上させ、賑わいの創出を図るため、「みどりの
里・耳納風景街道」の見所の一つとなっている三光池の周囲にツツジを植栽し、地域住民による維持管
理、魅力的な景観づくりを行う。

賑わい 草野校区吉木西区自治会 ｢まさよし通り｣つばき植栽事業
地域の名産である久留米つばきにより、地域の魅力を向上させ、賑わいの創出を図るため、地域に存在
する２本の椿の名木「正義」をつなぐルートを「まさよし通り」として椿を植栽し、地域住民による維持管理
やおもてなし活動を行う。

思いやり いもっ子の会
高齢者・若い親・子どもとの世代間交流によ
る思いやりの場作り

核家族化の進行と共に地域や人との関わりが希薄化しており、地域ボランティアによる多世代交流の場
づくりによって、地域・人との関わりを広げるため、多世代が交流するための自然体験（じゃがいも掘り、
サワガニ採り等）や、高齢者から若い世代へ知識を伝えるためのセミナー（料理、マナー等）を開催する。

思いやり 子と親・花花の会
不登校者・中退者・引きこもりとその家族の
相談会

不登校者・中退者・引きこもりとその家族の悩みを受け止め、学校復帰ができるように導き、自立に結び
つけるため、専門のカウンセラーによる無料相談会および勉強会を開催する。

４月

思いやり ふわりネットワーク・久留米 東日本大震災による（自主）避難者交流会
東日本大震災による避難者が、地域で孤立して様々な悩みをひとりで抱えることがないように、避難者
同士また地域住民との交流の場をつくるため、毎月１回、料理やマッサージ等様々な講師を招き、リラッ
クスして参加できる交流会を開催する。

事業分野 申請団体 事業名 事業内容

合川校区青色パトロール車による安全安心
活動

校区内の犯罪や事故を防止し、地域住民の安全・安心を確保するため、校区内の公園、防犯灯の少な
い場所など、犯罪の発生する危険性が高い場所を中心に青色パトロールカーで巡回を行う。

思いやり がんサロンちっご虹の会 がんサロン
がん患者及びその家族や支援者が、がんについて学び、励まし助け合うことを目的に、「最新がん医療
の紹介」や「食と健康」等の講演及び交流会を実施する。

安全安心 田主丸校区まちづくり振興会
青色回転灯パトロール車を活用した地域の
安全安心活動

校区内の犯罪や事故を防止し、地域住民の安全・安心を確保するため、校区内の公園、防犯灯の少な
い場所など、犯罪の発生する危険性が高い場所を中心に青色パトロールカーで巡回を行う。

賑わい 文化街地区発展期成会 文化街地区を明るく元気な街にする事業
文化街の環境改善や元気な賑わいを創出し、地域の魅力向上と観光振興を図るため、地酒や地域から
の出演者等による、おもてなしイベント「文化街さくら祭り」を開催する。

安全安心 京町校区防犯協会
青色回転灯パトカーを利用した地域の安全
安心活動

校区内の犯罪や事故を防止し、地域住民の安全・安心を確保するため、校区内の公園、防犯灯の少な
い場所など、犯罪の発生する危険性が高い場所を中心に青色パトロールカーで巡回を行う。

安全安心 合川校区防犯安全対策委員会



思いやり 筑後川花火大会をみんなで見る会
筑後川花火大会等、障害者招待・バリアフ
リー化事業

筑後川花火大会の観覧を障害者とともに行い、その他のイベントも障害者が参加しやすいものとなるよう
バリアフリーについて考える研修・講演会を行う。

思いやり 青峰励ましサロン 青峰励ましサロン
地域住民の交流を活発に行い、独居高齢者の孤独死を防ぐため、青峰地区県営住宅内第4ブロック集
会所を利用して、週５日の昼間に互いの近況や悩みなどを自由に語らえる場を設け、月に１度健康講座
や音楽会を開催する。

５月

５月

賑わい 耳納四季の花実行委員会 キラリ耳納四季の花公園
地域の荒れかけた休耕田に、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。

賑わい 藤山町ホタル部会 藤山ホタル育成事業
ホタルの養殖、飼育を通じて地域の環境や自然の再生を促し、鑑賞者による賑わいをつくるため、ホタル
のえさ（カワニナ）の採取・放流、河川の清掃、除草を行うとともに「ホタル祭」を開催する。

４月

４月

安全安心 小森野子ども安全パトロール隊 青色回転灯パトカー運行事業
校区内の犯罪や事故を防止し、地域住民の安全・安心を確保するため、校区内の公園、防犯灯の少な
い場所など、犯罪の発生する危険性が高い場所を中心に青色パトロールカーで巡回を行う。

賑わい エツ祭実行委員会 筑後川のエツを守る
筑後川の恵みであり城島地域の特産物である珍魚「エツ」をさらに観光資源として活用し地域への賑わ
いにつなげるため、河川敷の芦刈りなどエツが生育するための環境作りとあわせて、イベント「エツ祭」を
開催する。

４月

４月

思いやり 平野区　自治会 生活支援手助け事業
一人暮らしの高齢者などのお宅周辺の草刈、枝切などの支援や農繁期の空き巣警戒巡回、青少年健全
育成のための夜回りを行うなど、地域の困っている方の支援を行う。また、集会場の広場に地域住民皆
で花壇をつくり、子どもからお年寄りまでが交流できる場所にする。

安全安心 鳥飼校区まちづくり協議会　自主防災会 自主防災　防災活動の拡充展開
地域住民一体となった自主防災体制を整備し、防災意識の高揚、災害にかかわる予防、軽減を図るた
め、要援護者の情報登録管理、自主防災講演会、自主防災避難誘導訓練などを実施する。

４月

４月

思いやり ひめの会 障がい児とその保護者及び支援者の交流
障害児とその保護者それぞれが抱える課題の解決方法を学び不安や孤立感を解消するために、自立を
果たした経験者の話を聴く研修会や、地域とつながるありかたについて話し合うワークショップを年５回
開催する。

思いやり 言葉の森後援会
地域で広げよう！手話でコミュニケーショ
ン！

手話ボランティアの増加や育成と、聞こえない人と聞こえる人との交流を図るため、久留米聴覚特別支
援学校での放課後クラブにおける障害者との交流の場づくりや、成人ろう者による講演会を開催する。

４月

４月

思いやり エール詩音 老人施設訪問演奏活動事業
高齢者に活力と元気を与え、老化の進行を防ぐため、高齢者福祉施設等に音楽とハワイアンフラによる
慰問活動を行う。

思いやり 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活動の推進
高齢者の話し相手となり、高齢者の抱える孤立感を緩和するため、高齢者福祉施設や独り暮らしの高齢
者宅に、傾聴による慰問活動を行う。

４月

４月



５月

６月

６月

６月

６月

６月安全安心 千代島クラブ 水辺の安全活動
地域に水路が多く、道路際に草が茂ると、見通しを妨げ、人や車の落下、交通事故を発生させる危険な
要因となるため、事故の発生を防止するため、水路周辺の草刈りや見回り活動を行い、事故の発生を防
止する。

安全安心 金丸校区まちづくり振興会
金丸校区あいさつ推進による安全・安心事
業

校区の課題であるコミュニケーションの希薄化を解決するため、「あいさつ推進」により住民の連携を高
め、防犯、防災、高齢者見守り、青少年育成等に寄与するため、校区にて募集したあいさつ推進標語を
活用し、看板やのぼり等で啓発活動を行う。また、あいさつに関する講演会を開催する。

安全安心 南上自治会 地域防犯及び環境パトロール
校区内の防犯・治安の向上のため、青色パトロール車で定期的なパトロールを行う。不法投棄防止のた
め、配水路や不法投棄発生箇所の草刈り、パトロールを行う。

思いやり 塚崎自治会 塚崎生活支援事業
地域の困っている方の支援を行うため、高齢者宅を訪問し、安否確認、買い物や除草などの生活支援を
行う。また、補導員や消防団員と連携した夜間パトロールを行う。

思いやり
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

高齢者が、元気で心豊かな生活を送れるよう、認知症予防と孤立化防止を図るため、タブレット端末を活
用した脳トレ教室の開催と介護施設への慰問を行う。

賑わい 高良山の森と環境を守る会 地域でつくる高良山賑わい事業
地域の大切な資源である高良山周辺を賑わいづくりの拠点とするため、地域の有志やボランティア協力
者と共にあじさい園やもみじ谷の手入れ、清掃を行い、手作りの参道などを整備することによって、あじさ
い祭りやもみじ狩りでのさらなる集客を図る。

安全安心 東国分校区地域安全パトロール隊
青色回転灯パトカー・徒歩巡回による地域
安全安心活動

校区内の犯罪や事故を防止し、地域住民の安全・安心を確保するため、校区住民ボランティアによるパ
トロール隊を編成し地域を青色回転灯パトカー及び徒歩・自転車でパトロールする。

安全安心 善導寺安全パトロール隊
青色回転灯パトロール車を活用した善導寺
校区安全安心活動

校区内の空き巣や自転車・バイク盗等の犯罪や事故を未然に防ぎ、校区住民を被害から守るため、青
色パトロールカーにて校区内の巡回を行い、不審者の発見時や災害時等には学校等への情報提供を
行う。

５月

５月

思いやり 久留米大学フレンズ
子どもの居場所づくり（フレンズ・カフェ）と学
習支援

小中学校生、および中学卒業後進路に関する支援が必要な子どもたち（引きこもりや居場所のない子ど
も）を対象に、大学生との交流によって、子どもたちの健全な成長をサポートするため、支援が必要な子
どもたちの居場所づくり、学習・進路相談を実施する。また、子どもの貧困や虐待問題をテーマにした講
演会を開催する。

思いやり 安武塾運営委員会
中学生の学習習慣定着および豊かな市民
性の育成を図る事業

中学生の家庭学習の習慣化と学習意欲の向上、地域社会への帰属意識の向上を図るため、毎週土曜
日に、授業の予習復習および宿題に取り組む補充学習の場を設ける。また、安武校区出身の社会人を
講師に招き、様々な職業におけるやり甲斐や苦労、中学生当時に描いていた夢などを生徒と保護者に
伝える講演会を開催する。

５月

５月

思いやり 志寿来サロン 地域食堂事業
地域の高齢者、単身者、ひきこもりの方などが集い、若い世代も交えながら楽しい時間を過ごせる癒しの
場を提供するため、空き店舗を活用して共生型サロンを開設し、食事の提供や健康作り教室を行う。

思いやり カンターレ秋桜
歌と話しと手遊びで元気と笑顔を届ける事
業

介護施設等の高齢者に活力と元気を与え、老化の進行を防ぐため、コーラス・童謡・紙芝居・会話等によ
る慰問活動を行う。

５月

５月



７月

７月

７月

７月

７月

７月

賑わい サイクルラリーinたのしまる実行委員会 サイクルラリーinたのしまる
「山苞の道」や「筑後川」、「農村の原風景」等の地域の魅力を来訪者に堪能してもらい、賑わいのある観
光地をつくるため、ＪＲ田主丸駅をスタートに、田主丸全域を巡る自転車によるスタンプラリーを開催す
る。

思いやり ツインズクラブ みんなで楽しもう多胎児育児！！
単胎児と比べ、身体的、精神的、経済的な負担の大きい多胎児家庭の不安を解消し、地域からの孤立
を防ぐため、多胎児育児の情報提供や意見交換のための交流の場を設けたり、子育て支援について考
える学習会を行う。

７月

８月

賑わい 久留米つばき振興会 つばきの花「キラリ」開花事業
地域の名産である久留米つばきにより、地域の魅力を向上させ、賑わいの創出を図るため、昨年度整備
した、「久留米つばき園」と「久留米市世界のつばき館」を結ぶ「つばきの小径」がより魅力的なものとなる
よう適切な維持管理を行う。また、ホームページや観光会館等にてＰＲ活動を行う。

賑わい みなくる田主丸 皆が寄り添う田主丸づくり事業
人通りの減少した地域の中心街に、明るい活気を取り戻し、多くの世代が訪れるような賑わいをつくるた
め、夜市へのイベント支援、空き店舗等のシャッターに、地域の高校生と絵を描き、休憩所を開設する。

７月

安全安心 草野校区まちづくり振興会
青色回転灯パトカーを活用した地域の安全
安心活動

校区内の犯罪や事故を防止し、地域住民の安全・安心を確保するため、青色パトロールカーにて校区内
の巡回を行い、地域住民による監視体制をアピールし、地域の犯罪抑止、治安の向上を図る。

安全安心 上津校区防犯協会
青色回転灯パトカーを活用した地域の安全
安心活動

校区内の犯罪や事故を防止し、地域住民の安全・安心を確保するため、青色パトロールカーにて校区内
の巡回を行うとともに、違法広告物の撤去作業を行い、地域の治安の向上を図る。

思いやり 大依おたのしみ会 大依おたのしみ会
高齢者に元気を与え健康増進を図るための健康体操や講師による講話、高齢者と子どもの多世代交流
を図るための、竹灯篭づくりを行う。

安全安心 親と子のこころの対話研究会 子どもの安心安全ネットワーク事業
安心して子育てできる環境づくりの理念と機運を形成し、児童虐待を防止し、子どもの安全安心を支援す
るネットワークを構築するため、子どもの人権を学ぶための定例会や連続講座を開催するとともに、講座
内容をまとめた冊子を作成し啓発活動を行う。

思いやり ♪メモリー・ケア♪
認知症予防のための音楽による健康づくり
活動

高齢者の認知症予防と健康増進を図るため、音楽を活用した認知症予防講座を開催する。また支援者
の増加や、活動を各地域へ広げるための、指導スタッフ養成講座を開催する。

安全安心 怒田区 防災避難訓練事業
地域の防災力を高めるとともに、自助・共助の精神を養い、地域の安全・安心を確保するため、一昨年
の九州北部豪雨を教訓に、水害を想定した避難訓練を実施する。

賑わい 学生団体hitoKURU 学生による地域でのコミュニティ形成
学生と地域の連携を築き、中心市街地の活性化を図るため、土曜夜市に学生を呼び込むための、市内
５大学合同のイベントを企画・開催する。また、地域と学生がつながり、ともに課題解決に取り組むため
のきっかけ作りの場として、会議やワークショップを開催する。

６月

６月

安全安心 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
地域の防火意識の普及と向上を図り、地域住民の安全・安心を確保するため、消防団と連携して初期消
火訓練を行い、消防署から講師を招き心肺蘇生法講習を行う。

６月



８月

９月

９月

９月

９月

賑わい 城島観光検討会
ガイド育成による観光資源を活かした賑わ
いづくり事業

日常的に地域を案内できるガイドを育成し、賑わいの増加を図るため、全５回の観光ボランティア養成講
座を開催し、実践の場として酒蔵びらきにて観光資源の展示・ＰＲを行う。

賑わい みどりの里・水縄プロジェクト みどりの里・地域の活性化事業
「みどりの里・耳納風景街道」散策ルートの魅力を向上させることにより、散策者の増加を図るため、市の
サイン設置事業（案内板、誘導板）に合わせ、散策ルート沿いに水仙、彼岸花の植栽を行う。

９月

９月

賑わい 北野校区まちづくり振興会
わいわいマップを活用しての賑わいづくり事
業

昨年度作成した観光マップ「わいわいマップ」の掲示・配布や、えびす像を巡るスタンプラリーを開催す
る。また、マップの原図を活用して「避難経路地図」を作成する。

賑わい Ｄｒ．ブンブン実行委員会 Ｄｒ．ブンブン～オトナにチャレンジ！～
子ども達の健全育成及び郷土愛を育むとともに、中心商店街への関心を高め、来街者の増加に寄与す
るため、子どもが医療について学ぶ「子ども医学部」や、様々な職業を体験できる「お仕事体験」イベント
を開催する。

９月

安全安心
久留米工業大学　学生防犯ボランティア
「輪導」

久留米工業大学の学生による地域の安全
安心活動

大学生も含め校区住民が安心して生活できるよう、犯罪の発生を防ぐため、上津校区防犯協会と連携
し、夜間防犯パトロールを実施する。

安全安心 千代島区自治会 千代島区自治会自主防災訓練
地域の防災体制を作り、住民を災害から守るため、水害を想定した居住地域から避難場所までの移動
訓練を実施する。

思いやり 青峰竹灯ろう祭り保存会 竹灯ろう祭りを通じた多世代交流事業
地域の高齢化により存続が危惧されている地域行事の竹灯ろう祭りを、若い親世代が中心となって継承
し、準備から開催に至るまでにおいて多世代の交流を生み出し、地域の活性化を図る。

賑わい 西鉄高架沿線活性会 西鉄沿線にぎわい活性化事業
魅力的な夜間景観やまちの賑わいを創出し、西鉄高架沿線のイメージアップを図るため、街路樹をイル
ミネーションで装飾し、道路の清掃や花の植え替え、防犯パトロールを行う。

賑わい 公益社団法人　久留米青年会議所
将来の久留米のまちづくりを担う若者のリー
ダーシップを育成

学生のうちから市民活動に参画し、社会人になっても活動を続けていける人材を育成するため、学生ま
ちづくりプロジェクトを立ち上げ、まちづくりについての講演会にて学生のやる気と資質を養い、学生によ
る賑わいづくりイベントを企画・立案・実施する。

賑わい ほとめきイベント実行委員会
ほとめき商店街でイベントによる賑わいづく
り事業

まちなかに空き店舗が増え、人通りが少ないという課題を解決するため、１０月３１日ハロウィンにあわ
せ、仮装による賑わいイベントを開催し、子どもが商店街をまわりお菓子をもらうスタンプラリーや、マジッ
クショー、大道芸、仮装コンテストなどにより、市民が集まりコミュニケーションを図れる場作りを行う。

８月

８月

安全安心 水縄校区自主防災会 地域で防災訓練を行い安全安心事業
土砂災害の危険や今後の高齢化による災害時要援護者の増加に備えるため、自助、共助の精神を養
い、水害への心構えを普段から育むため、防災マップを活用し、自治会単位での避難訓練と校区全体で
の避難訓練を実施する。

安全安心 荒木校区防犯協会
青色回転灯パトカーを活用した地域の安全
安心活動

校区内の空き巣や自転車・バイク盗等の犯罪発生を防ぐため、公園や防犯灯の少ない場所など、犯罪
の発生する危険性が高い場所を中心に青色パトロールカーで巡回を行う。

８月

８月



１２月

１０月

１１月

１１月

１１月

１２月

１２月

賑わい ＢＳ通り街づくり推進協議会
ＢＳ通り並びに久留米城址を生かした賑わ
い創造事業

ＢＳ通り沿道地域の魅力ある街づくりを推進し、久留米城址を観光スポットとしてＰＲするため、地域一体
となって、久留米城址にて「ブリヂストン通りさくらまつり音楽祭」を開催する。

賑わい 久留米植木まつり実行委員会 久留米植木を活用した賑わいづくり事業
市庁舎及びＪＲ久留米駅に地域資源である植木の魅力をＰＲするための箱庭を展示し、百年公園にて開
催される「久留米植木まつり」において寄せ植え体験教室を開催する。

賑わい HOTOMEKI # PROJECT TEAM
久留米中心市街地で開催される｢街なかイ
ベント・街なか活動｣をつないでいこう！Ｐｒｏｊ
ｅｃｔ2014

六角堂広場の閉鎖の影響により活動を休止している団体等に呼びかけ、多様な団体による体験型と座
談会型の２つのワークショップや、中心市街地にて開催される各イベントをつなぐためのスタンプラリーを
実施する。

１２月

１２月

思いやり ダウン症児・者親の会｢翼の会｣
みんなが生きやすい社会へ　思いやり事業
（出生前診断、私達からのメッセージ）

ダウン症児・者本人や家族の体験談をもとに冊子を作成し、病院や公共施設等に配置するとともに、出
前講座等の啓発活動を実施する。

思いやり
久留米子どもと教育のために手をつなぐ
会

地域で子どもの健やかな成長を願う思いや
り事業

「電子メディアとの付き合い方」をテーマに、インターネットやゲーム、スマートフォンへの依存から子ども
を守ることを目的とした講演会の開催や、子育てに関する相談会を開催する。

安全安心 荘島校区防犯協会
青色回転灯パトカーを活用した地域の安全
安心活動

校区内の車上荒らしや自転車・バイク盗等の犯罪や事故を未然に防ぎ、校区住民を被害から守るため、
青色パトロールカー及び徒歩にて校区内の巡回を行う。

思いやり はっぴー子育てくるめ はっぴー子育てくるめ
地域社会とのつながりが薄い子育て中の養育者に、子育ての技術や知識を伝え、健やかな家庭をつくる
ための支援を行うために、０歳～１２歳の養育者及び子育て関連の仕事に携わる方を対象としたセミ
ナーを開催する。また、個別の子育て事例に対応するための全８回のグループワークを開催する。

安全安心 ＮＰＯ法人筑後地域救急医療研究会 地域に災害・救急医療活動の輪広げよう

災害や救急現場に遭遇した場合の対応方法を地域住民が学び、迅速な救急活動によってひとりでも多く
救命できる環境づくりを図るため、救急現場での医療活動に体験参加し、実際の対応方法を学ぶことが
できるメディカルラリー大会を実施する。また、救急医療について医師・看護士･救急救命士による事例
等の発表と救急医学教授による講演を行う。

思いやり クオリティ・コミュニティ・プロジェクト ライフスキル教育による健康づくり支援事業
健康づくり支援や、地域を牽引する人材の育成、有用な情報発信を行うことにより、「健康でいきいき暮
らせるまち」に寄与していく。

思いやり コールスイートピー
歌による訪問で高齢者とのきずなを深める
事業

月に１～２回程度介護施設への慰問を行い、その際に入居者の方々と童謡や歌謡曲を歌うなどコミュニ
ケーションを図り、高齢者の方々との絆を深める。

思いやり 御井・つむぎの会
御井町で障害を持つ人も高齢者も多世代交
流をし生き生きと暮らすための交流事業

障害をもっている人もっていない人、子どもや老人などの多世代交流を行うことにより、地域でのつなが
りを深めいきいきと暮らしていける地域づくりを目指す。

１０月

１０月


