平成29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】
事業分野

申請団体

事業名

事業内容
【事業目的】

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

アルコール、ギャンブル、薬物等の依存症になる方が増加傾向にあるという課題を解決する
ことを目的として、依存症者及びその家族の回復を手助けする。また、依存症の予防啓発活
動を行う。
【主な活動内容】

・依存症勉強会と相談会（毎月第2、4月曜日）
・依存症市民フォーラム（7月2日）

【事業目的】

思いやり

NPO法人城南健康ふれあ
い倶楽部

認知症が限りなく少ないまち、認知症になっても安心な久留米市となるよう、認知症の方や家
認知症の進行防止・早期発
族、認知症を心配する方を対象に早期発見・予防のための事業を行う。
見・予防で気軽に集うほっとカ 【主な活動内容】
フェ
・ほっとカフェ（平日10時～14時半）
・家族相談会（毎月土曜午後）、介護者の集い（毎月木曜午後）
【事業目的】

思いやり

♪メモリー・ケア♪

思いやり

金丸校区青少年育成協議
会

認知症予防のための音楽に
よる健康づくり活動

学用品お譲りシステム事業

音楽を活用した講座等を行うことにより、市内の高齢者の認知症予防と健康増進、ひいては
医療費削減に繋げることを目的とする。

【主な活動内容】
・健康歌声フレンズ（月1回最終土曜）、健康音楽教室（月2回水曜）
・指導スタッフ養成連続講座（毎週金曜）
【事業目的】

地域で子どもたちを支える仕組みを築いていくことを目的として、使われなくなった制服やラン
ドセルなどを地域住民から集め、必要としている子どもたちに無料で譲渡する。また、安心し
て学べる居場所として中学生向けの学習教室を開設する。
【主な活動内容】

・制服などの学用品のリユース事業
・中学生向け学習教室（週1回程度）
【事業目的】

思いやり

青木校区まちづくり振興会

地域住民がゲートキーパーについて学び、地域全体で自殺予防への取り組みを進めるため、
「ゲートキーパー講習会」を開催する。
青木校区セーフコミュニティ推 また、自主防災意識を高めるために、校区の防災士を講師として迎え、毎月防災勉強会や消
進事業
火訓練、誘導避難等の活動を取り入れた防災運動会を開催する。
【主な活動内容】

・防災勉強会（毎月第4土曜日）、防災講演会（9月）、防災運動会（9月）
・ゲートキーパー講演会（5月）、セーフコミュニティ研修会（７月）

思いやり

ｇｏｃｏｃｈｉ

思いやり

一般社団法人 アカルカ福祉
第４回 キラリ☆マルシェ
協会

思いやり

フードバンクくるめ

フードバンク活動の開始と定着

思いやり

ツインズクラブ

切れ目のない多胎家庭の支援
をめざして 循環型子育て支援
システムの構築へ

発達障害理解促進事業

思いやり

特定非営利活動法人 おせっ
こころの健康づくり事業
かい工房咲風里

安全安心

久留米市交通安全協会大善
寺支部

【事業目的】
・発達障害の特性と、理論に基づく支援方法を学び、理解を深めること
・参加者同士が学習会後も継続して情報を共有・交換しあえるようなネットワークづくり
・障害があっても安心して暮らせる豊かな地域社会づくり
・障害や発達面での支援が必要な子どもに関する包括的な支援を、幼保小の区別なく一貫して行う
体制の検討・整備を図る。
【主な活動内容】
・ついんくる★★講座2017（全8回）
・「ぼくと魔法の言葉たち」上映会（9月）
【事業目的】
就労系福祉サービス事業所と利用者の自立をテーマに事業を行い、就労系の事業所の概要、障
害者が行っている仕事の紹介、自ら手掛けた商品の魅力を高め働くことの楽しさを知ることにより、
障害者の社会的な自立を目指す。
【主な活動内容】
・市庁舎でプチマルシェを4回開催（8月～11月）
・久留米シティプラザで第4回キラリ☆マルシェを開催（12月）
「障害者の就労って～就労支援事業に期待すること～」をテーマにしたシンポジウムや知的障害者
がメンバーで構成する瑞宝太鼓が太鼓演奏を披露。
【事業目的】
まだ十分食べられるのに廃棄される食品を企業・団体・個人から寄贈してもらい、生活困窮家庭・福
祉施設・子ども食堂など食品の購入に経済的困難がある団体・世帯に無償で提供する。孤独で孤立
しがちな人々へ思いやりも届け、貧困がもたらす万引きから始まる青少年の非行や犯罪を抑制す
る。
【主な活動内容】
・食品提供企業の開拓、食品搬入
・子ども食堂、福祉施設、生活困窮世帯への食品支援
【事業目的】
妊娠中から多胎の先輩ママと知り合うことで、生活面のサポート（多胎特有の子育てのノウハウを
伝授）、保健師さんと連携することで専門職だからできる支援（産後うつの予防、母親の体調管理、
育児相談）の両方を行うことで安心して出産育児に取り組む体制を目指す。また、少し先輩のママ達
に相談することで、悩みを軽減し、子育てを楽しめるような循環型の子育て支援体制の構築を目指
す。
【主な活動内容】
・多胎児学習会（9月21日）
講義の内容 多胎児を持つツインズクラブスタッフの子育て奮闘記
・多胎児フォーラム（1月21日）
内容 多胎家庭を地域でサポート 小児科医の講話もしくは病院訪問事業などの経過報告会
【事業目的】
本人、家族、支援者等を対象に生きやすくするために不安を解消する支援として、「正しい知識や
情報を提供するための講座」と、「多職種で行うワンストップ相談会」を実施。臨床心理士や社会福祉
士、司法書士、税理士、弁護士などの専門家と、家庭問題、健康問題、経済：生活問題などの相談
内容に応じ適切な対応ができるようにすることで、市民の心の健康づくりに役立てる。

【主な活動内容】
・多職種ワンストップ相談会（11月～隔月1回開催）
臨床心理士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、精神保健福祉士、社会福祉士、司法書
士、税理士、弁護士、助産師、看護師などの有資格者から毎回3名を相談員とする。
・講座（12月6日開催予定）
精神保健福祉士と医学博士による「ストレスと自分らしい付き合い方」などについて講演。
【事業目的】
校区内で発生する交通事故を防止する目的のため、掲示物の作製や交通安全指導を推進する。
【主な活動内容】
交通事故防止の安全対策事業
・ショッピングモールや駅でのチラシ配布4回（7月～8月）や校区防犯暴追パレードでのチラシ配布
（12月）
・横断幕、電柱看板、横断歩道旗の設置（7月～8月）

【協働推進部門】
事業分野

安全安心

申請団体

事業名

事業内容

【事業目的】
地域密着型の自殺対策普及啓発を通じて、市民・市民団体、事業者、学校、行政等の様々な主体
と連携を図り、悩みを持つ人に気づき、声をかけ、話を聴き、必要な支援につなぐ、見守る等のゲー
トキーパー活動を継続的に実践する。
久留米市民ゲートキーパー絆
ゲートキーパー活動の推進事業 【主な活動内容】
の会
・講演会（11月開催） 自殺予防、ゲートキーパー活動に関する講演
・新年講演会（1月開催） 自殺予防、ゲートキーパー活動に関する講演
・冊子作成、配布（3月開催） 絆の会の活動を基に、自殺予防及びゲートキーパー推進活動に関す
る冊子を作成、各団体に配布。
【事業目的】

賑わいづくり きたの再発見委員会

北野地域の観光資源やコスモスフェスティバルなどのイベントを活用し、地域の魅力づくりに
取り組み観光客の増加を図るため、まつり等を行う。
北野地域みんなで創る地域密 【主な活動内容】
着観光事業
・第3回きたの表参道端午の節句まつり（4月15日～23日）
・散策ツアー（4月22日～23日、10月中～下旬）
・ガイド養成講座（6月～8月）
【事業目的】

賑わいづくり

久留米シティプラザのオープンを機に、賑わい、交流、活力を創ることを目的に、継続的な参
オール久留米で盛り上げ隊 "賑わいを創る 交流を創る 活力を創 加･体験型イベントを実施することで、市民のシビックプライドの醸成を図る。
る"オール久留米で盛り上げ隊事業
実行委員会
【主な活動内容】
・くるめ楽衆国まつり
【事業目的】

賑わいづくり エツ祭実行委員会

エツによる賑わいづくり活動

地域の特産物である「エツ」をＰＲし、訪問者の増加を図り、地域の賑わいを創出するため、エ
ツやその逸話についての説明、エツの骨切り実演、投げ網体験等を行うエツ祭を開催する。
また、エツの生育環境を守るためのヨシ刈りを実施する。
【主な活動内容】

・エツ祭り（6月25日）
・筑後川ヨシ刈り（2月26日）

賑わいづくり

賑わいづくり

賑わいづくり

賑わいづくり

賑わいづくり

賑わいづくり

賑わいづくり

【事業目的】
「みんなの胃袋を掴んで満足と記憶を残してもらうことで次世代につないでいくこと」をコンセプト
に、久留米の食を最大限ＰＲし、久留米の地域活性化を図るとともに、県内外の人を呼び込む。
一般社団法人 久留米青年会
【主な活動内容】
久留米フェスティバル
議所
・六角堂広場で久留米フェスティバルを開催（8月26日）
久留米の食（とんこつラーメン・うどん・焼き鳥など）を20店舗、福岡県各地の食を16店舗出店し、着
物プロジェクト（ファッションショー）とのコラボでイベントを実施。また、学生ボランティアと協働し、JC
の震災復興プログラム「未来へつなぐメッセージ」の合唱を実施予定。
【事業目的】
久留米市西部エリアは、筑後川の恵みに育まれた食材や酒、工芸や水辺環境、および古墳群など
の資源に恵まれており、これらを活かし、日常的な交流人口の増加に向けた観光客等の回遊の仕
久留米市西部ツーリズム協議
久留米市西部地域の観光振興 組みづくりを行うことによって、地域経済の活性化を促進する。
会
【主な活動内容】
・サイン看板作成
・サイン看板設置
【事業目的】
「子ども達の未来のために、ふるさと久留米のために」をキーワードとし、子ども達の健全な「こころ」
と「からだ」を育むため、医療の町久留米・商人の町久留米にふさわしい「子ども医学部」と「お仕事
体験」の二本柱を中心として開催し、ふるさと久留米への愛着・誇りを持つことができるような真に豊
かな社会の創造を目指す。
Dr．ブンブン～オトナにチャレン
Dr．ブンブン実行委員会
【主な活動内容】
ジ！～
・Dr.ブンブンの開催（12月10日）
体験・まなび型イベントとして、子ども医学部、商店街のお仕事体験、スポーツ体験、ワークショップ
の開催
・プチDr.ブンブン＆活動報告会（2月）
ブース体験会・写真、パネル展示等の開催
【事業目的】
西鉄高架沿線は、長年の西鉄高架沿線事業仮線高架により、太陽が閉ざされた暗いイメージが通
行人に浸透しており、沿線商店街の妨げとなっていた。西鉄高架沿線をイルミネーションで華やかに
彩ることにより、魅力的な夜間景観や、まちの賑わいを創出し、冬のまちづくりを創出する。
西鉄高架沿線活性会
西鉄沿線にぎわい活性化事業 【主な活動内容】
・道路清掃、花の植替え
西鉄久留米駅から西鉄花畑駅までの高架沿線で実施
・イルミネーション点灯式典（11月5日開催）、点灯（11月5日～1月31日開催）
【事業目的】
校区を活性化させ地域経済の賑わいを取り戻すことを目的とし、ＪＲ荒木駅前広場でのイルミネー
ション設置と鷲塚公園周辺での桜まつり（提灯取付け）を実施する。
【主な活動内容】
荒木町活性化推進協議会
荒木町元気づくり事業
・ＪＲ荒木駅前広場でのイルミネーション設置、募金活動、点灯（11月24日～1月27日開催）
・鷲塚公園周辺の桜まつり提灯点灯（3月17日～4月7日開催）
桜まつり期間中に、花見の会などを計画し、荒木小・中学校の人権標語入選作を短冊にして、全提
灯に吊るす予定。
【事業目的】
シティプラザの「たまがる大道芸2017」との連携により、市民や観光客に、当団体のベースである通
町にとどまらず、久留米の中心市街地全体を回遊しまちを楽しんでいただくことを目的する。また、中
心市街地の地域資源といえる、歴史ある建物や味わい深い店舗、空き家、空き地までも活かす活動
を「まちなか美術館」を核とする各種のイベントで展開する。
けやきとアートの散歩路
めぐって繋がるまちづくり
【主な活動内容】
・まちなか美術館、お茶会（11月25日、26日）
シティプラザとの協働事業である大道芸とともに、歩いたり自転車に乗って回遊する楽しいまちを広
くアピールするため、19ヶ所にアート展示し、25名のアーティストが参加。巡りの途中に遍照院でお茶
会を開催。
【事業目的】
「つばきの小径」及び「まさよし通り」のツバキの植生を維持管理して、よりよい開花を促進させ「耳
納北麓草野つばき祭り」に来訪される多くのみなさんに、ツバキの花の「キラリ」とした感動を味わっ
てもらう。来訪者に「つばきの育て方」のチラシを配布し、久留米つばきの生産振興を図る。
また、草野小学校卒業生のメッセージ入りのツバキの名盤を作成し、子ども達のつばきに対する関
心と地域への愛着心を育成する。
久留米つばき振興会
つばきの花「キラリ」開花事業
【主な活動内容】
・つばきの植生管理、剪定作業（12月～3月）
・記念植樹（1月）
校区内に現存する久留米つばき保存木「正義」（樹齢200年）を移植
・つばきの名盤の作成・設置作業、「つばきの育て方」のチラシ作成、配布（3月）
久留米つばきフェア、草野つばき祭り（3月10日～18日）に合わせて実施。

平成29年度キラリ輝く市民活動活性化補助金採択事業一覧
【活動推進部門】
事業分野

申請団体

事業名

事業内容
【事業目的】

思いやり

前向き子育てふくおか

前向き子育て講座

子育てに不安を抱える親が孤立して悩まないよう、前向きに子育てに取り組める技術を伝え、
親同士のつながりを作るため、子どもの問題行動の要因の特定や、対応するための子育てプ
ランを作成する等の子育て講座を開催する。また個別の事例に対応するための個人向け講
【主な活動内容】
・すべての親向け講座（各8回）、子どもの発達に課題のある親向け講座（各9回）
・前向き子育てセミナー（9月、11月）
【事業目的】

思いやり

がんサロンちっご虹の会

がんサロン

思いやり

安武健康塾

介護予防健康保持増進事業

がん患者及びその家族や支援者が、がんについて学び、励まし助け合える場を作るため、
「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。
【主な活動内容】
・ミニ講演会及び交流会（毎月第2土曜日）
・講演会（11月11日）
【事業目的】

高齢者の介護を予防し、自立した日常生活を維持するという課題を解決することを目的とし
て、健康保持増進プログラムを実施する。
【主な活動内容】
・健康塾プログラム（4月～6月、9月～11月の週1回）
【事業目的】

思いやり

思いやり

高良内校区まちづくり振興
会

筒井区自治会

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
地域資源再生による高良内・ 戸田友次郎氏が残し、荒廃していた高良内校区杉谷地区にある田を活用し、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。
杉谷多世代交流促進事業
【主な活動内容】
・フラワー園の管理、草刈り・整備
・あじさい祭り、生涯学習（こんにゃく作り）
【事業目的】

高齢化が進む当該地域において、独居高齢者の安否確認や地域の健康増進、多世代交流
子どもからお年寄りまで、多世 を図るため、健康体操や多世代交流イベントを開催する。また、独居高齢者への声かけ巡回
などパトロールを行う。
代間交流事業
【主な活動内容】
・下校時の見守り、青パト巡回
・ふれあい活動
【事業目的】

思いやり

パルキッズ久留米大学

久留米市内の小中生を対象
にした居場所づくり支援事業

就職などで若年層が都市部に流出し、少子高齢化が著しい地域において、子ども達の安全
確保と多世代交流を図るため、大学生が子ども達とふれあう居場所をつくる。
【主な活動内容】

・小学生を対象にした居場所づくり（5月～3月までの水曜、土曜）
・小学生を対象にした大学生による教育支援活動
【事業目的】

思いやり

後縦靭帯骨化症こころ会

指定難病の患者と家族の交
流事業

指定難病である後縦靭帯骨化症の患者の孤立を防止し、難病や患者への理解を図るため、
講演会や患者・家族の交流会を実施する。
【主な活動内容】

・後縦靭帯骨化症講演会（10月21日）
・患者、家族の交流会（偶数月）
【事業目的】

思いやり

さつき会

地域のつながりの希薄化の解消、一人暮らしの高齢者の支援のため、野菜の植え付けや花
地域で支えあう助けあい事業 植えを通した高齢者の見守りや校区住民を講師に招いた親子学習会などの多世代交流の場
【主な活動内容】

・高齢者との交流活動や多世代交流活動
【事業目的】

思いやり

塚崎自治会

塚崎生活支援事業

地域の高齢者の生活支援や、地域の危険箇所を減少させるため、地域の高齢者宅を訪問
し、安否確認、買い物や除草などの生活支援を行う。
【主な活動内容】

・高齢者世帯の見守り活動、生活支援
・防犯パトロール

思いやり

思いやり

思いやり

思いやり

思いやり

思いやり

【事業目的】
高校中退者や引きこもりの親子の悩みを受け、学校復帰や社会復帰ができるように導き、自立に結
不登校・中退者・引きこもりの方 びつけること。
子と親・花花の会
とその家族の相談会
【主な活動内容】
・定例相談会（第１日曜）、合同相談会（年2回）
・勉強会・座談会（第4日曜）
【事業目的】
筑後川花火大会等の公的大型イベントへ身体・精神・知的障害者等の参加をサポートし、障害者差
筑後川花火大会等の各種催し 別解消法の適正な運用を、各イベント主催者にアドバイスし、誰でも住みやすい街になることを目指
筑後川花火大会をみんなで見
物の障害者の参加促進・差別解 す。
る会
【主な活動内容】
消アドバイス事業
・障害者に学ぶ研修会（6月）
・花火大会への障害者の参加（4～8月）
・コスモス祭りへの障害者の参加（10月）
【事業目的】
障害のある人もない人もともに 障害者差別解消法を学ぶ会を通して、障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重しあいな
久留米市障害者差別解消法
暮らしやすいまちづくりをめざし がら、共生する社会の実現を目指す。
を学ぶ会
て
【主な活動内容】
・障害者差別解消法を知るシンポジウム（7月）
【事業目的】
様々な職種・立場の方々と交流や映画鑑賞を通して、聴覚障害における合理的配慮を考えるきっか
聴覚障害教育支援 ＮＰＯ法 地域で広げよう！手話でコミニ けとし、聴覚に障害がある人と聴者が歩み寄れる社会環境について考える。
人 言葉の森くるめ
ケーション！
【主な活動内容】
・ふらっとカフェ（交流会） （年3回）
・わくわく手話まつり、映画上映・講演会（11月）
【事業目的】
核家族化が進み、地域社会の人間関係が希薄化する中、超高齢者社会を迎えていることから、さま
三潴町総合ボランティアセン やさしさと思いやりで、安心・安 ざまな事業を展開し、子育てしやすい安全安心な地域づくりを図る。
ター
全で元気な地域づくり
【主な活動内容】
・夏期研修講座（7月）、みづま祭りでのボランティア体験（11月）
・ボランティの発行（毎月）
【事業目的】
地域住民の健康維持・増進のため、高齢者を対象にした認知症予防等の講演会や健康フェスティバ
健康講座や健康体操等による ルでの健康講座、中高年層へのコアリズム体操を行っていく。
下田校区まちづくり振興会
【主な活動内容】
地域住民の健康づくり活動
・コアリズム体操 （毎週火曜日）
・健康講演会（認知症） （10月）
・健康フェスティバル（ウォーキング事業と共催） （3月4日）

【活動推進部門】
事業分野

申請団体

事業名

思いやり

安武百祥会

生ごみリサイクルで地域の元気
づくり事業

思いやり

みづま花の会

「花と緑」で高齢者孤立防止事
業

思いやり

久留米大学「ぽっくる」

子どもの居場所づくり事業

思いやり

布のおくりもの

布の絵本を通じた読書推進活動
事業（図書館や特別支援学校へ
の提供）

思いやり

久留米移住計画

新しいコミュニティ形成のための
講座～エコ体験事業～

思いやり
安心安全

くおん健康・認知予防研究会

１万人笑顔の健康・認知・転倒
予防教室

思いやり

大依おたのしみ会

多世代間交流事業

思いやり

あいかわアンビシャス広場委
合川校区児童育成支援活動
員会

思いやり

くるめ傾聴ボランティアろばの さまざまな死生観に学ぶ～深い
耳
悩みを傾聴するために～

思いやり

タブレットを活用した高齢者の仲
特定非営利活動法人 新現役
間作りと、孤立化防止および認
の会ちくごセンター
知症予防事業

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

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

思いやり

ＨＡＰＰＹ Ｍ ＳＴＹＬＥ

ＨＡＰＰＹ Ｍ マタニティ事業

思いやり

さくら会

高齢者の介護予防と健康づくり
ふれあい事業

事業内容
【事業目的】
地域で生ゴミリサイクルに取り組む住民を中心に、コミュニティセンター隣接の休耕田の有効活用と
高齢者を含む多世代の住民交流促進を目的とし、コミュニティの活性化を図る。
【主な活動内容】
・季節の花、野菜の種まき、植え付け （4月～11月）
・講演会 （8月）
・地域による野菜の収穫祭 （10月～12月）
・畑の手入れ、生ごみ受入 （毎週土曜日）
【事業目的】
社会的に支援を必要とする独居老人や老夫婦世帯の孤立化を防止するため、美しい花を通して地
域との繋がりを失わせないような取り組みや一緒に花植えをし、認知症予防や健康づくりの推進を
図る。
【主な活動内容】
・除草、肥料・水やり、花の手入れ （第3水曜日）
・高齢者交流会（プランターに寄せ植え）、高齢者宅訪問活動
・地域福祉施設利用者の交流活動
【事業目的】
休日の子どもたちの居場所作りとして子どもたちと一緒に学習支援を行う。
【主な活動内容】
・学校支援・居場所作り （第1日曜日9時～15時）
【事業目的】
視覚障害児・者など文字を認識できない方や他の方々にも絵本に触れ合う機会を創出するため、布
製の絵本やエプロンシアター、玩具などを製作し、市立図書館や特別支援学校へ作品の提供する。
また、お話会等の催事を通して、地域の読書活動の促進を目指す。
【主な活動内容】
・布製の絵本の製作活動 （月2回～4回程度）
・布の絵本ボランティア養成講座
【事業目的】
住む空間の快適さを考え学ぶ機会を作ることにより、住む場所が快適になり、それが近隣の町に広
がり、住んでいるエリアのコミュニティ形成につなげる。
【主な活動内容】
・エコ・ＤＩＹワークショップ（緑化） （7月23日）
【事業目的】
市民の健康長寿のため、健康全般・食の部・運動・認知・転倒予防の座学と実践、高齢者の生きが
いづくりと地域活動を行う。
【主な活動内容】
・1万人笑顔の健康・認知予防教室 （第2,4金曜日）、出前講座
【事業目的】
子どもから高齢者まで誰もが楽しめる多世代交流の場を作り、地域の活性化を図るため、地域づく
り・まちづくりのお手伝いをする。
【主な活動内容】
・竹あかりの観月会（10月）や花あかりの観桜会（3月）の開催
【事業目的】
親の帰りが遅く家で宿題や勉強を見てあげられなかったり、家の中でゲーム等ばかりで外で遊ば
ない子どもが増え、学習能力、体力、コミュニケーション能力の低下が心配される中、そういった子ど
も達や家庭のサポートをし、合川校区児童の健全な育成を図る。
【主な活動内容】
・放課後の学習支援（20人/回、指導者5人程度）
・体を使った遊びや体力づくりのフリータイム（月2回、木曜日の15時30分～17時まで）
・注意欠陥、多動性障害等の講習
【事業目的】
高齢者福祉施設への入所者や在宅の個人等の話を聴いてほしい方に寄り添い耳を傾けることよ
り、不安や寂しさの解消を図る。
【主な活動内容】
・えーるピア久留米で市民公開講座を開催（9月16日）
死の恐怖・不安を軽くするのが死生観と言われており、「さまざまな死生観に学ぶ～深い悩みを傾
聴するために～」をテーマにした講演会を開催。
【事業目的】
iPadを活用して、「脳トレ初心者入門教室」等を開催し、認知症予防と仲間作りの「場」として、さらに
生活や趣味に活用し楽しく元気に活動することで、医療費・介護費用の削減や相互の親睦を図りな
がら、楽しみの活動の輪を拡げる。
【主な活動内容】
・iPadを活用した脳トレ初心者入門教室を計30回、初心者入門教室の受講者を対象としたおさらい
教室を計21回開催。
【事業目的】
介護施設やふれあいサロンなどを回って、歌ったり、体操をしたり、手遊びやおしゃべりをしたりして、
地域に笑顔の輪を広めていき、子どもからお年寄りまで元気を届ける。
【主な活動内容】
ピアノ伴奏による合唱や体操等を参加者とともに実施。
・介護施設への訪問（8月）、敬老会への参加（9月）
・クリスマスコンサート（12月）、ふれあい食事会（2月）
【事業目的】
青峰校区は、住民の高齢化と老朽化した公営団地での高齢者の孤立化等の問題がある一方で、
子どもの減少も進んでおり、地域行事への参加者は減り、街に活気が失われている。子どもから地
域の方まで、幅広い年代の方々が準備から参加できる竹灯ろう祭りは、地域にとっても貴重な行事
となっており、住民同士の交流の場を確保し、青峰の町に少しでも元気を取り戻したい。
【主な活動内容】
・ろうそく、竹灯ろう作り（10月） 青峰小学校１～6年生の全生徒が製作。
・竹灯ろう祭り（11月）
地域の方、小学生、保護者が一緒に準備し、一般宅からコミセンまでの広範囲に展示。
【事業目的】
マタニティ期の女性の悩みや不安を、家庭や地域で共有することにより、それらの解消を促す。ま
た、マタニティの女性自身が役立つ情報を知り、ママ友作りやおゆずり会などで楽しめる場作りや、
一般男性やマタニティ家族（パートナー）を主な対象としたイベントや勉強会を開催する。
【主な活動内容】
・マタニティ＆ママ おしゃべりカフェ（毎月第一水曜 岩田屋久留米店）
初産妊婦の悩みや不安などを気軽に話し、不安を軽減する。
・マタニティを知る！ＨＡＰＰＹ Ｍ フェスティバル（2月下旬）
男性やマタニティ期の女性とパートナーを主な対象としつつ、ファミリーや単身者も楽しめるイベント
を開催。
【事業目的】
高齢者の介護予防と健康づくり、生きがいづくりが、地域社会において必要であり、団体活動を通
して貢献していく。
【主な活動内容】
・高齢者の介護予防と健康づくり（以下の施設で月１～２回）
高齢者施設、いきいきサロン、ふれあいの会、老人会・祭

【活動推進部門】
事業分野

申請団体

事業名

事業内容
【事業目的】

思いやり

安全安心

久留米信愛女学院短期大学
からだあそび研究会

プロジェクトHOTM！X（ホトミク
ス）２０１７

三潴校区自主防災会

自主防災研修訓練事業

研究会の専門性を活かし、産後ママと赤ちゃん、子どもからお年寄り、障害者でも無理なく楽しくカ
ラダを動かすことでできるオリジナルのダンスやからだあそびを考案し、ダンスをツールとした市民の
ココロとカラダの交流促進を図る。「ダンスの力で、ひとを、まちを元気に。」をコンセプトに参加者の
心身の元気を久留米の街の元気へと波及させる戦略的展開を行う。
【主な活動内容】
・六角堂広場クリスマスイベント（12月16日）
・「ココ、カラダ。」教則ビデオ製作（12月～2月）
・ビデオを活用したダンスキャラバン（3月）
【事業目的】

校区住民の自発的な防災活動への意識向上を図るため、避難訓練を定期的に開催し、災害
時に生かすことができるように防災に関する知識などを習得する。
【主な活動内容】

・避難訓練、応急救護訓練、消化訓練
【事業目的】

安全安心

上津校区自主防災会

上津校区自主防災会活動計
画

地域の火災、風水害、地震等の災害に備えて、校区住民の防災意識の向上を図るため、ハ
ザードマップの活用や研修、校区運動会で防災グッズの展示などを行う。
【主な活動内容】

・ハザードマップ作成、防災リーダー研修

安全安心

安全安心

安全安心

安全安心

安全安心

【事業目的】
視界を遮る草を除草すると共にドライバーへの安全運転を呼びかけるのぼりを設置し、通学路の安
地域防犯及び環境パトロール事 全確保や高齢者世帯・単身世帯等の草刈りや不法投棄の防止活動により、安心して暮らせるまちづ
南上自治会
くりを目指す。
業
【主な活動内容】
・歩道周辺の草刈り及び除草剤散布、青色パトロール（毎日登校時、毎週1回18時～22時）
・交通安全週間（のぼり旗設置） （年4回）
【事業目的】
防災意識の向上を図り、自主防災会（まちづくり協議会）、自主防災部（自治会連絡協議会）が、大き
津福校区自主防災会
津福校区自主防災活動
な災害時に適切な対応ができるようにする。
【主な活動内容】
・校区防災訓練（11月23日）
【事業目的】
防災研修・訓練を通して、校区内の防災意識の向上と地震等の災害による被害の防止・軽減を図
る。
犬塚校区自主防災会
防災研修・訓練事業
【主な活動内容】
・校区防災研修・訓練（2月下旬）、各自治会防災研修・訓練（随時）
・校区運動会「防災競技」（10月8日）
【事業目的】
子どもや女性の視点にたった防災教育のパンフレットを作成し、講習会を行うことで、防災が身近
になり、「やりたくなる防災」、「災害への備えは家庭ごとにカスタマイズできる」ということを広げてい
一般社団法人 防災教育指導
防災教育事業
き、家庭のひいては地域の防災力の向上につながる啓発活動を行う。
協会
【主な活動内容】
・防災教育用パンフレットの作成
・小学校、中学校等の保護者を対象とした防災講座や女性、子どものための防災教室を開催
【事業目的】
最近、全国各地で災害が頻繁に発生しており、北野校区も水害や台風などの被害が多く発生しや
すい地域にあることから、特に、高齢者や子ども達を災害から守り安全安心なまちづくりにするた
め、防災訓練を行う。
北野校区自主防災会
防災実施訓練と講演会
【主な活動内容】
・起震車体験、講演会、クロスロードゲーム（10月8日）
災害対応カードゲーム教材「クロスロード」は、カードを用いたゲーム形式による防災教育教材。
ゲームの参加者は、カードに書かれた事例を自らの問題として考え、YESかNOかで自分の考えを
示すとともに、参加者同士が意見交換を行いながら、ゲームを進めていくもの。
【事業目的】
地震や風水害などの自然災害に備え、被害の軽減で一人でも多くの命を救うことを目的とし、熊本
地震や九州北部豪雨での教訓を踏まえ、災害や救急現場に遭遇した場合の情報発信・応急処置な
どの非常時対応の教育を行う。
また、迅速な救急活動が出来る環境を作るため、市民に救急車の適正利用の協力を求める。

安全安心

賑わいづくり

賑わいづくり

NPO法人筑後地域救急医療
研究会

地域に災害・緊急医療活動の輪 【主な活動内容】
広げよう
･筑後地域メディカルラリー大会（3月11日）
医療チームが、地震・交通事故などの災害現場等を想定し、特殊メイクを施した模擬患者を診察し
て、限られた時間内にどれくらい的確に診断と治療を実施することができるか競う技能コンテスト。
参加者と従事者以外は、ボランティアによる運営で、傷病者や警察官・消防隊などを担当。
・筑後地域緊急医療研究会（3月17日）
市民公開講座として、講演・学術研究発表・パネルディスカッションを実施。
【事業目的】

城島町民の森公園桜まつり 城島町民の森公園及び周辺
実行委員会
の賑わいづくり活動

久留米観光資源の市民情報
特定非営利活動法人久留
発信事業と筑後川の観光開
米筑後開発観光 千歳の会
発事業

城島地域には春にイベントが少ないことから、地域の活性化を図るため、町民の森公園で桜
まつりを実施する。
【主な活動内容】
・町民の森公園桜まつり（4月1日）
【事業目的】

河川流域と陸上を一連化して、筑後川流域の名所・旧跡を巡ることで、久留米を全国版化して
地域おこしをするために、筑後川遊覧船で観光振興を図る。
【主な活動内容】
・学習講演会（5月14日、7月9日、11月12日、2月11日）
【事業目的】

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
地域でつくる高良山賑わい事 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
賑わいづくり 高良山の森と環境を守る会
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。
業
【主な活動内容】

･アジサイ祭り（6月11日）
・もみじ祭り（11月19日）
【事業目的】

高良山観光ボランティアガイ
賑わいづくり
観光ボランティアガイド事業
ドの会

平成２７年に九州オルレに高良山コースが指定され、注目を集めている高良山の史跡などを
観光客へ案内することにより賑わい創出を図る。
【主な活動内容】

・オルレ、まち旅観光案内
・高良山歴史講演会（6月、8月、12月）

賑わいづくり 草野食育推進クラブ

【事業目的】
地域レストランとして地元ボランティアによる運営や食材の持ち寄り、地場産品を用いた安全な食事
の提供を通して、地域住民同士をはじめ校区外からの観光来訪者の交流の場として地域活性化及
地域レストラン「木春食堂」の運 び賑わいづくりにつなげる。
営事業
【主な活動内容】
・木春食堂 （毎週木曜日）
・食育フェスタin草野 （6月）、街角博覧会 （11月4,5日）
・椿祭り （3月17,18.24,25日）

【活動推進部門】
事業分野

賑わいづくり

賑わいづくり

賑わいづくり

賑わいづくり

賑わいづくり

賑わいづくり

申請団体

事業名

事業内容

【事業目的】
団塊の世代の多くが車での移動ができなくなる「2025年問題」の深刻さを理解してもらう機会の提供
ショートウェイシティ～移動距離 や、現実に人口減少・高齢化が進む地域に導入された「よりみちバス」についての試乗会を実施し、
持続可能なまちづくり研究会
人もまちも健康になる人口減少・高齢化時代のまちづくりについて、学び合う機会を提供する。
の短いまちづくり～
【主な活動内容】
・ドイツに学ぶ講演会（6月25日）
・（仮称）フィールドワーク「よりみちバス試乗会」（9月～11月）
【事業目的】
ゴミが捨てられ荒れ放題だった高良川堤防に花壇を作り、彼岸花等を植栽し、美しい光景を作り水
辺を整備し自然と触れ合う楽園を作ることによって地域の賑わいを創造し、観光名所を目指す。
夢こうら・つくし
高良川花と清流の町おこし
【主な活動内容】
・草刈機を使用した花壇周辺の整備・清掃（9月16日）
・彼岸花祭り（9月23日）
竹灯篭や夜間照明を設置し、ライトアップの実施
【事業目的】
中心市街地に人通りが少ないという課題を解決するために、まちなかに市民が集まり市民同士のコ
ミュニケーションを図れる場づくりを行い、賑わいをつくる。
ほとめき商店街でイベントによる 【主な活動内容】
ほとめきイベント実行委員会
・ほとめきハロウィーン・パーティー（10月29日開催）
賑わいづくり事業
こども向けハロウィーンとして、仮想パレード、スタンプラリー、ライブステージ、仮装コンテストを実
施。
・ほとめきキャンドルナイト・ライブ（12月20日開催）
キャンドルナイト（キャンドルの点灯）、10組程度のライブ演奏。
【事業目的】
音楽のまち久留米市の魅力づくりを図ることを目的として、世代を越えて楽しめる音楽祭とワーク
ショップを開催し市街地の賑わいと活力を創出する。
Let's Play Music!! 音楽による 【主な活動内容】
KANIKAPILA Music Club
・くるめジュニア音楽祭2017（10月8日開催）
賑わいづくり活動
夢を目指すジュニアミュージシャン（小中高生約20組）らが集いライブパフォーマンスを披露。
コンテスト形式の音楽祭で、グランプリにはライブ出演やCD製作など音楽活動支援を授与。
・3世代音楽ワークショップ（1～3月）
3世代で気軽に楽しめるウクレレワークショップを開催。1曲マスターできるようにレクチャー。
【事業目的】
城島地域の観光資源や特性を活かし、日頃からの誘客につなげ街なかの活性化を図ることを目的
として、地元ボランティアガイドを育成し、受入れ体制の確立につなげる。また、地域の花として酔芙
蓉を育て、酒蔵及び地域の名所に植栽する。
【主な活動内容】
ガイド育成による観光資源を活 ・鬼面点検、清掃、簡易補修（8月～3月）
城島観光検討会
・ボランティアガイド養成講座4回（9月）
かした賑わいづくり事業
募集定員を各回20人とし、城島の歴史、特産物等、ガイドに必要な心得や知識が習得できるよう養
成。
・酔芙蓉、ひやおろしＰＲ城島総合支所展示(9月)、城島地域内での酔芙蓉の苗木の育成(11月～3
月)
朝は白い花が咲き、夕方になるにつれ赤く染まり、酔っ払いのような酔芙蓉を酒処城島の花とし
て、新たな地域資源となるよう、植栽場所を増やしていく。
【事業目的】
2020年東京オリンピックに向けた久留米発のプロジェクト「IMAGINE ONE WORLD」の発祥地から
久留米の魅力と共に国内はもとより世界へ日本文化について発信する。
2020年に向けて、日本文化の技・心・美を掘り起こし、伝え、その価値を再認識する機会として、展
覧会を開催し、市内外からの集客を図る。また、新しい技術やデザインの革新により伝統産業の未
一般社団法人 イマジン・ワン 久留米発「IMAGINE ONE
来を受け継ぐ人材を育成する環境の確保を図る。
ワールド
WORLD」キモノプロジェクト
【主な活動内容】
・キモノプロジェクト展覧会（3月21日）
キモノプロジェクトのKIMONO展示（10枚）や久留米高校生徒によるマレーシアのプレゼンテーショ
ン、友禅体験（着物の生地に色を挿していく体験）
【事業目的】
BS通り沿道地域の魅力ある街づくりを推進するため、久留米城址という歴史資源を、観光スポット
として魅力向上を図ることにより、地域の活性化を図る。

賑わいづくり BS通り街づくり推進協議会

賑わいづくり 山苞の会

賑わいづくり 文化街地区発展期成会

賑わいづくり

久留米1000人女子会実行委
員会

BS通り並びに久留米城址を生
かした賑わい創造事業

【主な活動内容】
・BS通りさくら祭り音楽祭（3月25日）
歴史的観光資源をより多くの人に周知し、再認識してもらうとともに、地域活性化のため、昔から親
しまれている桜や珍しい御衣黄桜を背景に、市内の学生等による音楽鑑賞をしてもらう祭りを開催。
また、同時開催イベントとしてJR九州ウォーキング、有馬記念館無料入場を実施。

【事業目的】
山苞の道周辺に点在する文化・観光・フルーツ（巨峰、柿等）観光等の資源を活用して、その良さを
守り続けたいという思いを持って、エリアの維持管理等を自主的に行っている。また、来訪いただく観
光客に対して、「ほとめきの心」を持ってガイドや案内を行ったり、各種イベント等を実施することによ
り、久留米市外からの観光客に喜んでもらったり、また来たいと思ってもらえるような気持ちにさせ
山苞の道エリア案内力強化事業 て、地域の活性化に貢献する。
【主な活動内容】
・山苞の道の清掃作業（毎月第3日曜日）
山苞の道5.4kmの清掃活動と看板等の施設の維持管理
・山苞の道大看板メンテナンス（１～３月）
設置後10年を経過し著しく老朽化した案内看板の取替
【事業目的】
文化街の地域振興及び安全安心を推進するため、行政や警察、地域住民の方々と連携し、環境
改善の取組みに加え、市民にもっと身近な街として接していただけるよう、三本松公園にて「文化街
さくら祭り」を開催し、皆様に親しまれるイベントへと進化・発展させる。
文化街地区を明るく元気な街に 【主な活動内容】
する事業
・池町川沿い花壇花植え替え（6月、11月）
・文化街地区清掃活動、安全パトロール（毎月１回）
・文化街さくら祭り（3月31日、4月1日）
三本松公園にてステージイベントなどを開催

久留米1000人女子会

【事業目的】
久留米市在住または勤務している女性を中心に出会いの場を生み出す機会として、世界初となる
1000人女子会を久留米につくることで、女性自身の発展や課題解決を目指すと共に、繋がりを深め
る。
久留米のいいもの・いい人・いい事など久留米の魅力を市内外へと発信していく。
【主な活動内容】
・久留米1000人女子会（3月4日）
西鉄久留米駅東口広場にて、オシャレ、可愛い、カラフルな写真を撮り、SNSで発信していくイベン
トを開催

【活動推進部門】
事業分野

申請団体

事業名

事業内容

【事業目的】
本町通りには、世界的にも有名なロダン作のバルザック像が設置されているが、こうした地域資源
が、これまで地域の発展・賑わい作りのために活用されてこなかった。
今後は、地域の小学校及び地域住民の方へ、バルザック像及び近隣の観光スポット並びに近隣の
商店を広く知ってもらい、芸術文化に対する関心並びに地域の活性化を呼び起こすことで、通りの賑
わいづくりにつなげていく。
三本松・本町通り明るい町づく ロダン作バルザック像をモチーフ
賑わいづくり
り推進協議会
にした通りの賑わいづくり事業 【主な活動内容】
・荘島小学校にて児童に説明（2月16日）
観光マップを活用した、地域の観光名所（バルザック像、豊饒、青木繁旧居）や公園など観光地の
説明
・各施設等に観光マップの配布
青木繁旧居や地元商店にマップをおいて、それぞれの商店からも来客者等に対して観光地の説明
を行う。
【事業目的】
思いやり
老人福祉施設等への慰問活 地域の高齢者の社会参加を促し、生きがい、仲間づくりを行うために、福祉施設へ慰問活動

（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

「絆」の会

動

【主な活動内容】

・老人介護福祉施設への慰問活動
【事業目的】

思いやり
（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

ビタミンアート実行委員会

障害者、認知症ご本人及びその家族や地域の一般市民を対象に、絵や工作の作品を制作
2017心のビタミン（元気な）や し、市の美術館に展示・鑑賞する。そのことにより、1人1人の心身の元気創り、特に視覚障害
さしいまちづくり
者がアートに親しめる機会を創出し、地域での思いやりや人に優しい町づくりに寄与する。
【主な活動内容】

・ビタミンアート展（6月21日～25日）
【事業目的】
北野地域の青少年が誇りと責任を自覚し、自ら伸びようとする若い芽を地域社会全体で育むことに
より、青少年の自立と成長を援助し、心身ともに活力ある青少年の育成を図る。
【主な活動内容】
思いやり
北野地域青少年健全育成連 北野地域の地域性を活かした青
（協働のたねま
・地域活動実践報告会（7月19日）、中学校との交流懇談会（10月19日）の開催
絡協議会
少年健全育成推進事業
き・チャレンジ枠）
・青少年の健全育成を考えるつどい「こころの声届けます」（11月18日）の開催
小・中・高校のそれぞれの部門があり、各学校から選ばれた青少年が自分の体験や考えをステー
ジで主張発表を行う。また、中学校合唱部や三井中央高校太鼓部の演奏などステージイベントを行
う。
【事業目的】
利用度の低調な成年後見制度の活性化を実現するため、認知症、知的障害、精神障害などの理
由で判断能力の不十分な方々が、何時でも、どこでも、容易に成年後見制度を利用して、安心した
思いやり
権利擁護支援センターふれあ
成年後見啓発事業
（協働のたねま
生活を送ることができる地域社会の実現を目指す。
き・チャレンジ枠） い会
【主な活動内容】
・啓発講演会（1月27日）
内容 成年後見制度の法律の内容と解釈、成年後見制度及び権利擁護の現状と課題 など
【事業目的】

思いやり
（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

思いやり
（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

思いやり
（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

思いやり
（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

思いやり
（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

思いやり
（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

思いやり
（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

思いやり
（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

保育園の園児達との餅つきを通しての世代間交流や、施設の入所者とコミュニケーションを図るこ
とにより、親睦・相互理解を深め、地域における福祉の一層の向上を図る。
十月会

もちつきを通じた地域ふれあい
事業

大善寺校区輪輪会

輪輪会

六町原区会

NPO法人 森の民

弓削校区まちづくり振興会

K-net

いきいき元気塾

ダンスを通してみんなで和

認知症予防活動

【主な活動内容】
・もちつき（12月）
三潴町内の３保育園（犬塚、三潴、西牟田）と、特別養護老人ホーム山ノ井荘、身体障害者小規模
通所施設「白百合作業所」の福祉施設に、機材（臼、杵）と材料（もち米）を持って訪問し、園児や入
所者に餅つき体験をして、つきあがった餅をプレゼントする。
【事業目的】
地域で自転車乗り方教室を開催して、一人でも安全に乗れる小学生を育成する。
また、地域住民と子ども達とのふれあいの場を作る。
【主な活動内容】
・自転車乗り方教室（12月7日、14日、21日）
校区交通安全連絡協議会のメンバーによる自転車乗り方教室及び交通安全教室を開催。
【事業目的】
楽しみながら、自宅で継続的に行うことができるようなストレッチ等を学び、認知症予防や体力向上
等のための講座を行い、地域の高齢者の健康づくりを目指す。
【主な活動内容】

・認知症予防のための講演会（11月12日）
理学療法士による健康講座、マジシャンによる空間認識講座
【事業目的】
指導者の下、「自分の健康は自分で守る」を理念とし、高齢社会にあって「老老介護」「一人暮らし」
「寝たきり」等の生活になる前の未然の活動を行う。
みんなで取り組む健康維持、増 60歳以上の者（要支援、要介護者を除く）を対象として、月3回程度の軽運動を行う。
進活動事業
【主な活動内容】
・理学療法士による体力測定、ストレッチ、段差昇降運動、認知症予防等のための軽運動
・看護師による感染予防、脱水、口腔ケア便秘、熱中症等の学習
【事業目的】
ギャングエイジと言われる小学校3、4年生頃、第2反抗期の中学生頃の保護者には、父子・母子家
庭が増加の傾向にあり、現役労働者という現実と重なり、青少年の健全育成には家庭と地域の教育
力の向上が重要なポイントになる。
思春期子育て支援事業
こうした現役世代の子育て不安の解消とその支援に取り組む地域のサポート体制づくりを目指すと
ともに団塊の世代の生きがいづくりに寄与することを目的とする。
【主な活動内容】
・郷土教育講演会（3月14日）
【事業目的】
発達障がいをもつ子どもたちとそのご家族が、より良く生活するお手伝いをすることを目的とする。具
体的には子どもたちと共に活動を行うことで、子どもたちのエネルギーの発散やご家族がフリーにな
る時間を作ることによって兄弟児とふれあいの時間を設けたり、発達障がいをもつ子どもたちのご家
発達障がい児支援事業
族同士で話し合いの時間を作ったりすることのお手伝いをする。
【主な活動内容】
・翼の会（ダンス教室、月2回）
・個別支援（LDやADHDを持つお子さんの自宅等で学習支援、託児）
【事業目的】
わたしいきいき元気になる講座 講話と音楽の組み合わせによって、心身共に病気にならない健康な体づくりを目指す。
【主な活動内容】
いきいき元気になる講座（1月13日、2月12日、3月21日）
【事業目的】
障害児（ダウン症・発達障害者等）や困窮家庭の子ども等を対象に、自己表現の楽しさや生活習慣
ダンスを通じた元気アップ事業 の重要性を楽しく学んでもらうため、ダンスを通じた交流事業を行う。
【主な活動内容】
・ISOPPさんダンスワークショップ（2月11日）

【活動推進部門】
事業分野

賑わい
（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

賑わい
（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

賑わい
（協働のたねま
き・チャレンジ枠）

申請団体

久留米ダンスフェスティバル
実行委員会

下田校区まちおこし隊

耳納北麓風土プロジェクト実
行委員会

事業名

事業内容

【事業目的】
様々なダンスを通して、踊ることの楽しさを体験してもらい、親子や老若男女の市民交流を深めると
ともに、街なかで気軽に参加できる交流機会を作ることでの賑わい創出をする。
くるめ“1000人”ダンスフェスティ 【主な活動内容】
バルin七夕
・くるめ1000人ダンスフェスティバルin七夕（7月7日開催済）
久留米シティプラザ六角堂広場で、80年代から今日までのダンスミュージックを中心にＭＣ、ＤＪ等
の掛け合い、ダンスユニットと会場内の来場者とのダンスタイムなど、まちなか賑わい創出のための
ダンスイベント。
【事業目的】
下田校区の人口は他校区と比べて過疎化が進んでおり、将来も校区に住み続けたいと思えるまち
地域の活性化を目指しマルシエ づくり、校区を離れた人たちが将来校区に戻って来たいと思えるまちづくり、校区とは無縁な人が校
や環境美化によるまちおこし活 区を知りたい・訪れたい・そして住んでみたいと思えるまちづくりを行う。
【主な活動内容】
動
・お寺マルシエ下田舎（10月29日開催）
ハンドメイド雑貨、スイーツ、手作りパン、地元産の野菜等の販売等の販売、アロマキャンドル作り
の体験教室、大道芸、お寺でライブの実施。
【事業目的】
地域で採れたものを、地域の人たちと共に喜ぶ料理に創作し育てる。そしてこの地域で生活すること
が楽しくなること、また都会生活者が訪れ、自然に触れることで安らぎを覚える場所として認知度が
耳納北麓風土プロジェクト
高まり、ひいてはこの地域への移住や定住促進につながることを目的とする。
【主な活動内容】
・耳納北麓創作料理コンテスト（2月）

