
【協働推進部門】

事業分野 申請団体 事業名 事業目的・活動内容

【事業目的】

　子どもの生活支援と学習支援として、校区内の中学校の制服や小中学校の体操服等の学用品のリ
ユース事業および、中学生の基礎学力の向上と学習習慣の形成を目指して週一回基準の学習教室を
実施することを目的とする。

【主な活動内容】

・学用品の収集、補正リサイクル、リユース品の配布
・学習教室の開催（4月～3月週1回）
・学習教室体験会の開催

【事業目的】

　久留米市では、認知症約1万2千人超と予備軍1万人超あまりをかかえている。この現状を悪化させな
いために音楽を取り入れた認知症予防の場を広げていくことを目指す。
　また、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つなげることを目的とする。

【主な活動内容】

・健康歌声フレンズ（毎月最終土曜日）
・指導スタッフ養成講座&フォローアップ講座（毎週月曜）
・出前・健康音楽教室&健康歌声フレンズ（随時）

【事業目的】

　認知症で困っている本人、家族、市民を対象に進行防止・早期発見・予防を目指す居場所づくりや認
知症が限りなく少なく、安心で医療費・介護費が少ない久留米を目指す。

【主な活動内容】

・認知症カフェ（平日毎日10～16時）
・家族相談会（毎月1回土曜日）、介護者の集い（毎月1回木曜日）
・認知症当事者の集い（毎月１回）
・市民、専門学生ｻﾎﾟｰﾀｰの研修・交流会（年6回）

【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】

・健康増進講座（週１回）
　様々な講師をお呼びし、健康体操やニコニコステップ運動を開催。
【以下、対象外事業】
・館外研修（１１月頃）
　他市の施設を訪問し、健康体操等を一緒に実施。

【事業目的】

　手話や聴覚障害について学ぶ場を提供し、手話で育つ子ども達がいることや手話の持つ魅力を広く市
民の方に伝えていく。また、聴覚障害を持つ者同士が語る場や、聴覚に障害を持つ子どもを育てる保護
者・家族がお互いに学ぶ場を提供する。

【主な活動内容】

・聴覚障害理解のための連続講座（年8回）、家族手話教室（毎月1回）
・ふらっとカフェの開催（年3回開催）
・聴覚障害乳幼児を持つ保護者のための子育て支援（毎月1回）
・わくわく手話まつり（年1回）

【事業目的】
　医療的ケアを含む重度心身障害児が在宅を開始し、地域で当たり前に生活をするためには、学校へ
の親の付き添いやサポートの不足、卒業後の居場所など、まだまだたくさんの課題がある。就労が難し
い重度心身障害児が、学校を卒業した後の居場所づくり、不安や悩みを抱えた家族のレスパイトケアと
情報交換及び交流の場として、また、きょうだい児をフォローすること。
【主な活動内容】
・家族の相談（不定期）
・障害者（児）と家族による小物づくり等のワークショップ（隔月）
・軽度発達障害方の手作り教室（毎週）
・重症心身障害者（児）に関する公開講座（8月）
・ＤＯＫＩＤＯＫＩマルシェ（年2～3回）
・ハンドメイドフェスタ（年5回開催）
【事業目的】

・自閉症スペクトラム症の研修の新しい形を構築し、理解者・実践者を増やすことで、自閉症スペクトラム
症の児(者）が生きやすい久留米になることを目指す。
・講座の参加者がお互いの立場を尊重してつながり、それぞれの持っている力をシェア、医療・教育・福
祉の壁を低くしていくことで、支援者にとっても安心できる久留米になることを目指す。
・障害や発達面での支援が必要な子ども達に関する包括的な支援を、幼保小の区別なく、一貫してする
体制の検討・整備を図る。

【主な活動内容】

・ついんくる講座＆実践塾（月1回）
　午前はついんくる講座として、テーマ別研修、午後は実践塾として、グループワークなどを通じてより実
践的に学ぶ。

【事業目的】
　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】
・患者交流・市民啓発講演会(10月13日予定)
　　中島正明氏（岡山済生会総合病院脳神経外科主任医師）
　　　演題「頚椎後縦靭帯骨化症に対するかぎ穴手術治療（仮）」
　　ISOPP氏（ブレイクダンス元世界チャンピオン、後縦靭帯骨化症患者）
　　　演題「僕はいま生きている～難病手術から復帰した方法～」
・患者・家族の交流会(偶数月第3木曜)
【事業目的】
　ギャンブル、アルコール、薬物等の予防啓発活動をすることで、依存症になる人を減少させること、及
びすでに依存症で苦しんでいる本人とその家族の回復を手助けすること。
【主な活動内容】

・飲酒運転撲滅活動、違法薬物使用防止活動（5、7、10、2月）
・依存症市民フォーラム（6月）
　依存症についての講演、パネルディスカッションなど
・「うまれる」上映会（9月）
　命と家族をテーマにしたドキュメンタリー映画の上映会

令和元年度市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

思いやり
NPO法人　依存症から市民を守
る会

依存症の予防啓発事業

gocochi-Next（ゴコチ-ネクスト） 発達障害理解促進事業

思いやり 後縦靭帯骨化症こころ会
指定難病患者・家族の交流事業
及び市民啓発事業

思いやり
聴覚障害教育支援
NPO法人言葉の森くるめ

聞こえないってどんなこと～手話
で楽しくコミュニケーション～

思いやり 一般社団法人久留米健康くらぶ
認知症の進行防止・早期発見・予
防を目指し気軽に集う認知症カ
フェ事業

思いやり DOKIDOKI　HOUSE
重症心身障害児（者）の居場所づ
くりとその家族のレスパイト事業

思いやり

思いやり 金丸校区青少年育成協議会 小・中学生の生活支援事業

安武健康塾 介護予防健康保持増進事業思いやり

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
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【事業目的】

　ギャンブル依存症に苦しみ、悩んでいる家族が連帯して、ギャンブル依存症に関する問題の解決を図
ることを目的とする。また、関係機関と連携して依存症者の社会復帰を図り、ギャンブル依存症に関する
情報を広く社会に発信すると共に、依存症の予防を図ること。

【主な活動内容】

・ギャンブル依存症者を持つ家族対象の学習及びミーティング（毎月1回）
・依存症等専門家を招いての講演会・勉強会・ワークショップ（年3回）
・競輪競馬競艇場・遊技場・大学等へのチラシ配布（随時）

【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、時には農業体験の機会も提供する。

【主な活動内容】

・食品関連企業・団体訪問、食品の引き取り・配布
・地域や子ども食堂でのフードドライブ
・野菜収穫・フルーツ狩りなどの農業体験会

【事業目的】

　「支え合い・つながりづくり」をテーマに、地域で女性が孤立することのない、今までにない「地域の在り
方」「地域とのつながり」を目指す。また、若い人材、学生などを巻き込み、住民と共に地域の課題解決
や町おこし活動を視野に入れて実施することで、地域に気づきを促し、新たな絆、支え合い・つながりづ
くりを行う。

【主な活動内容】

・久留米10万人女子会（2月29日）
マッチングゼッケンをつけた女性が出逢い、校区を超えたつながりづくり、他のエリアを知るきっかけをつ
くる。
・くるめ　暮らし　”わたし本”　発行

【事業目的】

　障害者の就職件数は年々増加傾向にあるが、障害者全般を指す場合は本人らしい社会的な自立が
乏しい現状がある。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、社会的な自立を目指す。

【主な活動内容】

・プチ☆マルシェ（8～11月）
久留米市庁舎や宮の陣リサイクルプラザでの就労系障害福祉サービスによる合同物販会。
・第6回キラリ☆マルシェ（11月30日）
物販のみならず、芸能活動やアート活動などを行っている障害者団体のステージ、フロアイベント、シン
ポジウムを行う。

【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、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19日）「先輩ママに聞いてみよう！」
・定例会（9月11日、10月16日、11月13日、12月6日、1月15日、2月12日、3月４日）
・クリスマス会（12月22日）
・多胎児フォーラム（3月）

【事業目的】

　悩みを抱えた方の、本来の持つ問題解決の力を取り戻してもらうため、自らの立ち振る舞いや動作な
どを日常の生活の中でうまく工夫しながら、ストレスを乗り越える自助（セルフヘルプ）の実践講座と交流
会を行う。

【主な活動内容】

・辛さを、プラス一幸せ、の替え術（1月23日、2月16日）
ストレスをうまく乗り越えるためのスキルや、ストレスを軽減するためのスキルについての学習会と参加
者との交流会を実施。

【事業目的】

　自殺予防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、
ゲートキーパー活動を継続的に実践する。また、ゲートキーパーの役割を市民に広めることにより、市民
ひとり一人が住みやすいまち久留米の実践に寄与する事を目的とする。

【主な活動内容】

・自殺予防キャンペーン（9月・3月）　＠西鉄久留米駅
・自殺予防講演会（11月12日）
・新年講演会（1月11日）
・冊子作成・配布

【事業目的】

　校区内で発生する交通事故を防止するため、街頭での交通安全指導や諸団体・学校等の交通安全教
室を開催し、横断幕・ポスターなどを掲示して啓発活動を行う。また、諸団体との連携強化や学校との協
力により、学童の通学時に交通安全街頭指導を行うと共に挨拶やマナーの指導を行いながら、地域内
の安全安心のまちづくりに貢献する。

【主な活動内容】

・小団体への交通教室（随時）
・大善寺まつりで啓発イベントの実施（11月23日）
・電柱看板、飛び出し看板の設置（12月中旬）
・地域内を巡回し、危険個所の改善（随時）

思いやり
特定非営利活動法人
おせっかい工房咲風里

自助力を高める「辛
つら

さを、プラス

一
いち

幸
しあわ

せ、の替え術」

思いやり 久留米10万人女子会 久留米　10万人女子会

思いやり
一般社団法人
アカルカ福祉協会

第6回　キラリ☆マルシェ

思いやり ツインズクラブ

思いやり フードバンクくるめ
筑後地域のフードバンク活動の発
展事業

循環型子育て支援システムによる
多胎家庭支援

安全安心
久留米市民ゲートキーパー絆の
会

ゲートキーパー活動の推進事業

思いやり
全国ギャンブル依存症家族の会
福岡

ギャンブル依存症予防・啓発事業

安全安心
久留米市交通安全協会大善寺
支部

交通事故防止の安全対策事業
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【事業目的】

　筑後川河川敷を会場としたエツ祭を実施することで、関心を持つ報道機関等を通じて広域的に「エツ」
を周知でき、城島地域に多くの人々が訪れ城島地域の活性化に繋げる。また、エツの減少には筑後川
においてエツの住みやすい環境の減少も要因の一つであるため、筑後川河川敷の葦刈りを行い、水質
浄化と環境美化を実施する。

【主な活動内容】

・エツ料理教室（6月中旬）
・エツ祭（6月23日予定）
　筑後川河川敷にて、この地域にしかないエツ文化を楽しむエツ祭の開催

【事業目的】

　地域内に存する竹薮跡地の荒廃地化防止と広場づくりによる地域活性化を目的に、合楽の指出神社
横にある大きなクスノキの下に地域の憩いの場を作る。花の香りが高気圧の風のように広がっていく、
草木花の不思議な力が背中を後押ししてくれる、そのような香りの広場を地域で守り育てていく。

【主な活動内容】

・看板、ベンチ等の整備、ブランコ設置、ブランコ設置、草花等の植栽（4月）
・オープンガーデン（4月21日）
・オープンガーデン、蒸留体験、ツリークライミング（6月2日）
・蒸留体験、ワークショップ（秋頃予定）

【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。

【主な活動内容】

・Dr.ブンブンの開催（11月10日）
　体験・まなび型イベントとして、子ども医学部、お仕事体験のイベント開催
・ミニDr.ブンブン・活動報告会

【事業目的】

　久留米市西部エリアの、筑後川の恵みに育まれた食材や酒、および古墳群などの資源を活かしたイベ
ント等については、多くの誘客につながっている。しかし、日常的な交流人口は十分でないため、交流人
口増加に向けた観光客等の回遊の仕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。

【主な活動内容】

・サイン作成・設置ワークショップを全4回開催。
　地元の小・中・高校生及び市内の大学生などに協力をしてもらい、看板作成を通して、郷土に誇りを持
てるような意識を育む。

【事業目的】

　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。また、ライトアップ鑑賞に来街者が増え、集客・経済効果の向上と同時
に、近隣住民、沿線商店、事業者間での情報交換の場が生まれ、地域間の交流をさらに高める。

【主な活動内容】

・道路清掃、花の植替え、イルミネーション点灯（11月3日～1月31日）
　西鉄久留米駅から西鉄花畑駅までの高架沿線で実施

【事業目的】

　シティプラザの「たまがる大道芸2019」との連携で、市民や観光客に通町にとどまらず、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とする。中心市街地の地域資源といえる、歴史
ある建物や店舗までも活かす活動を「まちなか美術館KURUME」を核とする各種のイベントで展開する。

【主な活動内容】

・第6回シンポジウム「まちの風景とまちアートのたのしみ方」（10月11日）
・まちなか美術館KURUME（10月29日～12月4日）
・絣パフォーマンス（11月3日）
・久留米のまちなかの魅力を高めるシンポジウム（3月21日）

【事業目的】

　荒木町の活性化と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。SNSなども活用し、地域住民だけでなく、市内外か
らの集客を図り、賑わいを創出する。

【主な活動内容】

・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22日～1月2５日）
・鷲塚公園周辺の桜まつり提灯点灯（3月21日～4月上旬頃）

賑わいづくり 久留米市西部ツーリズム協議会 久留米市西部地域の観光振興

賑わいづくり 西鉄高架沿線活性会 西鉄沿線にぎわい活性化事業

賑わいづくり

賑わいづくり Dr.ブンブン実行委員会
第7回　Dr.ブンブン　～オトナに
チャレンジ～

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

けやきとアートの散歩路
アートのたねまきVol.9　めぐって
繋がるまちづくり

賑わいづくり 荒木町活性化推進協議会 荒木町元気づくり事業

大橋町（合楽）指出区自治会2班
合楽”香気圧広場”づくり事業

合楽”香気圧広場”づくり事業賑わいづくり



【活動推進部門】

事業分野 申請団体 事業名 事業目的・活動内容

【事業目的】

　筑後川花火大会等をはじめとする公的イベントへの、身体・精神・知的障害者等の参加をサポートし、
各イベントの主催者に障害者差別解消法の適正な運用をアドバイスしていく。もって、久留米市が誰でも
住みやすい街になることを目指す。

【主な活動内容】

・障害者に学ぶ研修と実習（6月開催）
・花火大会への障害者の参加とサポート（4～8月）
・コスモス祭への障害者の参加とサポート（10月）
・中心市街地イベントの障害者の参加（２月）

【事業目的】

　発達障害や身体的な障害があっても、一人ひとりのできることによって、就労につなげることができる
が、そのためには、周囲の人が障害の特性を理解する必要がある。発達に課題がある方達の生きづら
さを少しでも軽減できるよう、多様性を認め合えるきっかけや気づきになるような講座を実施し、啓発を
行う。

【主な活動内容】

・講演会（講師：成澤俊介氏）５月３０日
　学生・当事者・当事者の保護者などを対象にした誰でもが働くことができる可能性があることを伝える
講座

【事業目的】

学校に行けていない子どもや授業に遅れをとっている子どもたちへの支援として、一人ひとりのペースに
合わせてサポートや、学ぶことを楽しめる雰囲気づくりを行いながら、「遊び、学び、ふれあえる」場をつく
り、小学生の居場所づくりを行う。

【主な活動内容】

・学習支援居場所づくり（毎月第１日曜9～15時）
　NPO法人久留米出逢いの会オープンスペースゆるかにて、学習支援・遊び・軽食作りを行う。

【事業目的】

　町が筑後川をはさんで分断されているため、南北地域の交流と、希薄になりがちな世代間の交流を目
的に、年間を通じて多世代間交流事業を実施する。

【主な活動内容】

・元気しちょる会（6月開催）
・筒井カフェ（８月開催）
・防災講演会（8月開催）

【事業目的】

　地域の高齢者が元気で過ごすため、誰でも気軽に集える場（たのしか農園）をつくり高齢者支援活動を
行う。また、随時高齢者の身体機能の維持回復のため健康づくり講座や子ども達との交流事業を行う。

【主な活動内容】

・たのしか農園手入れ、小物作り（随時）
・認知症・介護予防・健康講座（年４回）
・収穫野菜を使った昼食会（年４回）
・高齢者と子どもの交流会（収穫祭・餅つき）

【事業目的】

　がん患者及びその家族と、がんに関する情報を共有し、お互いに支えあい、前向きに闘病及び日常生
活を送ることを支援するために、がんサロンを開催する。

【主な活動内容】

・ミニ講演会及び交流会（毎月第２土曜日）
・９周年記念講演会（11月９日開催）

【事業目的】

心も体も健康に過ごしていくために、ストレスと付き合っていく方法を身に付ける講座を開催し、心身とも
に健康でいきいきとした自分を目指す。ひいては、講座受講者がゲートキーパーとなることを目指す。

【主な活動内容】

・私いきいき元気になる講座（４・８・２・３月開催）
「こころの健康を保つための対策」や「こころの病気への対策」をテーマにした講座を開催

【事業目的】

高齢化社会が進行する中で、男性が介護をする場面も増え、孤立している男性介護者も多く見られる。
そのため、男性を対象に介護教室や料理教室を行い、仲間作り、健康づくり、生きがい作りの輪を広げ
る活動を実施する。

【主な活動内容】

・男の介護教室・料理教室（４月２８日、６・９・２月）
　包丁の持ち方などの基本を含めた料理教室と介護に関する講座、体験講座を実施。

【事業目的】

高齢者の健康、生きがい、居場所作りを推進し、高齢者の社会参加を促進すると共に、地域の高齢者、
子どもたちに笑顔と元気を与えることを目的する。

【主な活動内容】

・老人介護・福祉施設への慰問活動（年１２回）
　健康体操や歌謡、舞踊、三味線を実施
・他世代交流芸能祭（11月）
　子どもたちと高齢者、地域住民との交流を図る。ジュニアバンド演奏、踊り、歌謡、マジック等を実施。

【事業目的】

　アルコール依存症に対して、依存症は病気であること、治る病気であることを知ってもらい、断酒によっ
てこの病気を克服する。また、公的機関、専門病院、断酒会の連携により、家族関係の再構築、社会へ
の復帰を目指す。

【主な活動内容】

・断酒継続に向けてのミーティング（毎月第2･4金曜日）
・ポスター掲示による啓発（随時）
・聖ルチア病院での家族会ミーティング（年2回）

思いやり 久留米断酒友の会 久留米断酒友の会

筒井区自治会

思いやり
筑後川花火大会をみんなで見る
会

筑後川花火大会等の各種催し物
の障害者の参加促進・差別解消
アドバイス事業

思いやり
子どもからお年寄りまで、多世代
間交流事業

思いやり 揚田たのしか会 揚田たのしか会高齢者支援事業

「絆」の会 老人福祉施設等への慰問活動

思いやり がんサロンちっご虹の会 がんサロン

思いやり いきいき元気塾 私いきいき元気になる塾

思いやり プロジェクトX 男の介護教室

思いやり

思いやり ハッピーママくらぶ 発達障がい啓発事業

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



【活動推進部門】

事業分野 申請団体 事業名 事業目的・活動内容

【事業目的】

　子どもや高齢者を中心に見守りや健康づくり、孤立化防止、子どもの成長支援などを通して、会員のス
キルアップを図ることで、子育てしやすい、安全安心な温かい地域づくりを目指す。

【主な活動内容】

・研修講座（7,8,10月）
　子どもの貧困、地域ぐるみでの防災対策、地域での認知症の方を支える取り組みについてなど、講座
を開催。
・みづま祭りでのボランティア体験（11月3,4日）
・ボランティーの発行（毎月）

【事業目的】

　ふれあいの会会員（女性）による高齢者世帯の見守り活動、安否確認、生活支援や地域内の環境整
備活動と憩いの場の整備、防犯パトロールによる少年非行や犯罪の未然防止を行う。
　また、避難訓練を実施し、災害発生時の対応力を強化することにより、人々の助け合うことの大切さ
と、地域の連帯感を図る。

【主な活動内容】

・高齢者世帯の訪問、買い物、除草作業、ゴミ出し、電球交換（月1回程度）
・地域内通学路の除草等の環境整備（年6回）
・花壇花植え作業（年2回程度）
・防犯パトロール（毎週1回）

【事業目的】

子どもの支援者同士が繋がり合い、子どもが安全安心に育つ権利（人権擁護）の啓発を行う。また、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に、子どもの人権を学ぶ定
例会や連続講座を開催する。

【主な活動内容】

・交流まなび会（6～12月、計4回）
　子ども支援の多様な活動をしている団体や多様な職種が出会い、学び、繋がる、協働の意識を啓発す
る。
・連続講座（2月2日、9日、15日）
　久留米市・児童相談所・NPO法人にじいろCAPと協力し、3回の連続講座を行う。1回目と2回目は久留
米市・児童相談所が主催し、3回目を親との子こころの対話研究会が主催。

【事業目的】

大学生が地域に関わることで、地域を文化的に活性化させるだけでなく、大人と子供の架け橋となり、世
代を越えたコミュニケーションの場や子どもたちの居場所を作る。そして、その子ども達が地域に残り、持
続可能な地域社会を作ること。

【主な活動内容】

・小学生を対象にした居場所づくり　草野小学校（5～3月までの水曜日、土曜日）
・学童保育の子どもを対象にした教育支援活動　大橋、安武小学校（年5回）
・小学生を対象にした教育支援活動　津福、善導寺、小森野小学校

【事業目的】

地域で生ごみ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て、コミュニティの活性化を図る。

【主な活動内容】

･出前講座（随時）「生ごみリサイクルについて」
・季節の花、野菜の種まき、植付、収穫祭（4月～3月）
・食育講演会（11月）
・春の花、野菜の植付、安武まつり（11～3月）

【事業目的】

　高齢者や障害のある人などが家に引きこもることなく、気軽に外出し、孤立しないよう、ボランティアが
介添えし、街なかへの外出や買い物などをサポートしていく。また、このような取り組みを推進することに
より、高齢者や障害者にやさしいまちになることを目指す。

【主な活動内容】

・買い物等のサポート（毎週月・水・金曜日）
　利用者のニーズに合わせて、高齢者や障害者の外出のサポートを行う。
・交流の場（毎週月・水・金曜日）
　タウンモビリティの利用前後などに利用し、一緒に食事をしたり、高齢者・障害者が交流できる場の提
供を行う。

【事業目的】

新町自治会に住んでいる方々が“新町に住んで良かった！”と思うことができ、災害時には「重傷者」ゼ
ロを目指すためには、自治会住民の絆づくりや予防啓発が重要である。そのために、多くの住民が参加
でき、様々なつながりが出来るよう、町内住民からの希望に副った各種事業活動を推進する。

【主な活動内容】

・朝のラジオ体操（月～金曜日）
・ニコニコステップ運動＆スロージョギング（毎週水曜日）
・グランドゴルフ、ペタンク（小学生以上、月2回）
・町内自主防災活動及び啓蒙活動
・出前講座（年4回）
・ウォーキング（年4回）

【事業目的】

　1人暮らしの高齢者の人たちが孤独にならないように見守り、交流する場や多世代交流の場を作る。マ
ナーや学習・日常の生活を通じ、人間形成をはかり、地域づくりを進め、郷土を愛する心を深める。

【主な活動内容】

・多世代交流（7月）
　小学生や高齢者を対象にニュースポーツなどを実施
・高齢者いきいきサロン（9月）
・門松作り（12月25日）、新春のつどい（1月10日）

【事業目的】

　育てにくさを感じやすい発達障害の子どもの養育者に対して、子どもと適切な関わりができるように具
体的な子育て方法を伝えていく。また、前向きな子育て方法を通して、養育者同士の横の繋がりを創出
し、孤立防止になるための機会を設ける。

【主な活動内容】

・発達障害の子どもをもつ親向け講座（6・9月）
・前向き子育てフォローアップ講座（9・2月）
・親向け講演会（10月）
・支援者向け講演会（11月）

思いやり さつき会 地域で支えあう助け合い事業

思いやり
特定非営利活動法人　前向き子
育てふくおか

前向きな子育て支援

思いやり
特定非営利活動法人　高齢者
快適生活つくり研究会

タウンモビリティ

思いやり 善導寺校区　新町自治会

「子ども、高齢者、ハンディキャッ
プのある方、介護家族」等への安
全安心を手助けする予防啓発・絆
づくり事業

思いやり パルキッズ久留米大学 パルキッズ久留米大学

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

やさしさと思いやりで、安心・安全
で元気な地域づくり

思いやり 塚崎自治会 塚崎生活支援事業

思いやり 親と子のこころの対話研究会
子どもの安全安心ネットワーク事
業

思いやり 三潴町総合ボランティアセンター



【活動推進部門】

事業分野 申請団体 事業名 事業目的・活動内容

【事業目的】

　毎月1回の読み聞かせイベントを通して、子どもから高齢者まで多世代交流を図り、つながりを深める。
また、居場所づくりを行い、明るい地域作りにつなげていく。

【主な活動内容】

・紙芝居や絵本の読み聞かせ公演（毎月1回）
・ブラックシアターや紙芝居などの公演（千代島サロン）
・田ん中っ祭（11月）

【事業目的】

　iPadを活用した、「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」を創出する。ま
た、生活や趣味にiPadを活用し、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
・iPadを活用した脳トレ学習会
　初心者入門教室の受講者を対象としたおさらい教室・受講生のベテラン組を対象としたスキルアップ教
室の開催

【事業目的】

　10人に1人は産前・産後うつになるという社会課題を解決する目的として、産後うつ経験者の方と当事
者の方との座談会を開催し、少しでも表に出てくるキッカケやつながりを作る。また、「産後うつ」を広く
知っていただく機会を作り、当事者の周りにいる方たちの支え合いの仕組みを作る。

【主な活動内容】

・当事者による座談会（月1回）
・サポーター養成講座（11月･3月）
　産前・産後うつ当事者の周囲の方に向けた、当事者との関わり方などの講座を実施。
・サポーター講座のテキスト作成

【事業目的】

　マタニティ期の女性の直接のサポートだけではなく、マタニティ家族（パートナー）や一般の男女を主な
対象にしたイベントを実施する。
マタニティ期の女性の悩みや不安を、家族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つつ楽しめる場を作る。

【主な活動内容】

・マタニティを知る！HAPPY M フェスティバル vol.3（9月8日）
　マタニティ期のことを多くの人に知っていただき、相互理解を深めるためのイベント
・SUPPONチャンネル（旧マタニティ＆ママおしゃべりカフェ）（11月･3月）
　マタニティ期や産後の方に寄り添い、不安感を軽減するイベント

【事業目的】

 介護施設・学童保育所・ふれあいサロンなどを訪問し、入居者の方・児童・元気な高齢者の方々と歌や
軽い体操・手遊びなどの活動を一緒にすることにより、高齢者や児童との交流を創出し、笑顔と元気な
輪を広げる。

【主な活動内容】

・介護施設への訪問（月1回以上）
・敬老会訪問（9月）
・大城・金島学童保育所の訪問（12月）
・お雛様コンサート（3月）

【事業目的】

　家庭の事情等で親が子どもの勉強を見てあげる時間がとれない、学習塾に通わせることが難しいなど
の問題をかかえた家庭の子ども達への学習支援を行い、合川校区児童の健全な育成及び支援を実施
する。

【主な活動内容】

・放課後学習（月4回・5時～6時）
・クリスマスリース作り（12月土曜日9時～12時）

【事業目的】

 高齢化と少子化が進んでいる青峰地域において、子どもから地域の方まで、幅広い年代の方々が参加
して作り上げる竹灯ろう祭りを通して、住民同士の交流の場を確保する。また、竹灯ろう祭りを開催する
ことで、青峰のまちの活性化を図る。

【主な活動内容】

・竹伐採、竹灯ろう作り（9月）
・ろうそく、竹灯ろう作り（10月）
・竹灯ろう祭り（11月）

【事業目的】

 自分の住んでいる地域や他の地域の方との関わりの中で、久留米市について更なる理解を深めてもら
うだけでなく、地域の発展のために、若者の成長の場を作ることを目的とする。また、その中で中学生の
心身の発達や居場所につながることも目的とする。

【主な活動内容】

・中学生を対象にした宿題塾（8月・12月）
・中学生を対象にした自然体験活動（8月・9月）
・ものづくり体験（9月・10月・3月）
・久留米市内フィールドワーク（10月・11月）

【事業目的】

　視覚障害児・者など文字を認識できない方を含め他の方々にも、絵本に触れる機会を創出するため
に、布製の絵本やエプロンシアター・玩具・カレンダーなどを製作し、市立図書館や特別支援学校への提
供や図書館等でのおはなし会などの催事、久留米市内の図書館等への作品の貸出を通して地域の読
書活動を推進する。

【主な活動内容】

・布製の絵本やマスコットの製作活動（月２回～４回）
・布の絵本作成講座4回（2月開催予定）
・おはなし会など読書推進活動
・三潴図書館での貸出、特別支援学校への提供

思いやり パルキッズくるめ パルキッズくるめ

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 あいかわアンビシャス広場 合川校区児童育成支援活動

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

産前・産後うつプロジェクト
産前・産後うつ「みちかけプロジェ
クト」

思いやり HAPPY　M　STYLE
NAPPY M フェスティバル　vol.3
SUPPONちゃんねる

思いやり カンターレ秋桜

思いやり ボランティアグループ「野火」
多世代交流型　読み聞かせ交流
会

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

タブレットを活用した高齢者の仲
間作りと孤立化防止および認知症
予防事業

思いやり

歌と話しと手遊びで元気と笑顔を
届ける事業



【活動推進部門】

事業分野 申請団体 事業名 事業目的・活動内容

【事業目的】

　障害のある子どももない子どもも共に地域で育ちながら、親同士が繋がり合い、また、地域と生涯繋が
りながら暮らしていくことで地域全体が住みよい街となることを目指す。そのために、障害の有無に関わ
らず参加できる地域でのイベントを開催し、交流する機会を創出する。

【主な活動内容】

・おしゃべり定例会（毎月１～２回）
・いいねマップ（荒木）作成・印刷・配布（8月～3月）
・サツマイモほり実習（10月）
・江南人権フェスタ出店（10月26日）

【事業目的】

　多胎児育児に関する勉強会や交流会を実施し、、多胎児を育てる母親や父親、子ども達のつながりを
増やし、多胎児の育児に役立つ情報を発信することで、当事者支援につなげていく。

【主な活動内容】

・勉強会（毎月1回）
　双子育児で役立つ便利グッズや久留米市で使える資源などの紹介や交流。
【以下、補助対象外事業】
・TWINS DAY JAPAN 2019

【事業目的】

　知的障がいがあるために性暴力を受けたり、逆に加害者にしたてられる立場になりやすい現実がある
なかで、性に関する知識、情報、対処の仕方を学ぶ機会を提供する。また、性暴力が多発する中で、加
害者の攻撃を自ら回避するための理論と具体的なスキルを身に付けるための機会を提供する。

【主な活動内容】

・知的障がいじのための性の健康教育模擬授業体験
・女性のための護身術

【事業目的】

　民生委員のこれまでの経験により、高齢者世帯の増加・ひきこもり・孤立や老人福祉施設への入所に
伴う活力の低下に課題を感じている。今後の地域社会において高齢者の生きがいづくりが一層必要で
あると考えており、団体活動を通して高齢者の生きがいづくりに貢献していく。

【主な活動内容】

・民謡・日舞・太極拳・ひょっとこ踊り・脳トレ・体操（月1～2回）
高齢者施設やいきいきサロン等への慰問活動を実施。

【事業目的】

　自治区内にある戦争遺跡の「円形野外講堂」「遥拝台」を将来に語り継ぐために、保存した方がよいと
考え、学習会や説明看板の作成を行う。また、学習会を実施しながら、多世代の交流も図り、子どものた
め、地域の人のために戦跡を明るいイメージに改善する。

【主な活動内容】

・看板づくり（11月）
「円形野外講堂」「遥拝台」の案内看板を作成
・学習会、戦跡めぐり（12月）
・学習会（1月）

【事業目的】

校区（自治会）住民の自発的な防災活動への意識向上を図る。

【主な活動内容】

・避難訓練、消火訓練、応急・救護訓練、出前講座(5～11月）
・支えあいマップ更新及び図上訓練（6月）

【事業目的】

　市民の防災意識の向上と救命救急の場面に遭遇した際の行動力の向上を目的として、各校区を対象
とした「校区防災・救命勉強会」を開催する。また、市民の防災と救急医療への関心を高めることを目的
としたイベント・勉強会を開催する。

【主な活動内容】

・校区防災・救急勉強会（6月～3月）
・筑後地域メディカルラリー大会（3月上旬）
・筑後地域救急医療研究会（3月中旬）

【事業目的】

　校区内の防災意識の向上と地震などの災害による被害の防止・軽減を図る。

【主な活動内容】

・校区防災研修・訓練(7月29日・2月24日）
・各自治会防災研修・訓練
・校区運動会「防災競技」（10月7日）
・防災・福祉マップの更新

【事業目的】

　地域の火災、風水害、地震などでの人的、物的被害の軽減及び抑止力を高め、地域住民の災害によ
る不安を軽減することを目的とする。

【主な活動内容】

・ハザードマップの作成（4月～9月）
・防災フェアでの防災PR（9月）
　人的救助救援器具・防御器具の展示など
・校区運動会での防災PR（11月）
・その他、地域のイベントでの防災PR活動（随時）

【事業目的】

　認知症予防体操やマジックを体験する事により、高齢者の健康増進を図る。
夜間での不審者出没や車上荒らしが報告されるようになったため、地域の防犯活動を日常的に行う。
自然災害による被害拡大させないために、地域を自分たちで守る活動を通して減災に努める。

【主な活動内容】

・六町原区の防災運動会（9月1日）
・認知症予防講座（11月17日）
・地域巡回活動（通年）

思いやり 池の谷自治会
戦跡を明るいイメージに改善する
事業

知的障がいじのための性の健康
教育

思いやり NO!SH　くるめ

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

輪をつくろう
障がいのある子どももない子ども
も共に育つ地域づくりを目指して

思いやり
TWINS DAY JAPAN　実行委員
会

TWINS DAY JAPAN 2019

思いやり

安全安心 六町原区会
健康増進及び認知症予防、防犯
と防災活動

安全安心 犬塚校区自主防災会 防災研修・訓練事業

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

安全安心
NPO法人　筑後地域救急医療
研究会

地域に災害・救急医療活動の輪を
広げよう

三潴校区自主防災会安全安心 自主防災研修訓練事業



【活動推進部門】

事業分野 申請団体 事業名 事業目的・活動内容

【事業目的】

　近年、登下校中の児童が被害にあう事件が相次ぎ、登下校時の子どもの安全確保に向けた、地域に
よるパトロールなどの見守り活動の強化や地域における連携が求められている。そのため、地域の連帯
と相互協力の精神に基づいて、防犯意識の高揚を図ると共に、犯罪による被害の防止及び軽減につな
がる抑制効果を図る。

【主な活動内容】

・防犯看板記載標語の募集
・危険箇所の再調査、防犯看板設置箇所の検討
・防犯出前講座
・危険箇所・看板設置箇所の情報提供、周知

【事業目的】

　城島町民の森周辺の資源を活かして、春から秋にかけての賑わいづくりに、町民の森公園まつりを開
催するなど、地域活性化を図る。城島鬼瓦展示場・城島の偉人展示場の充実を図る。

【主な活動内容】

・城島町民の森桜まつりの開催（4月6日開催）
・城島の偉人、城島鬼瓦展示場の開催（通年）
・町民の森周辺、記念碑清掃活動、酒蔵びらきやエツ祭りの支援協力

【事業目的】

　安心安全で賑わいのある「宝の山」高良山の魅力発信を目的として、あじさい園の手入れ、遊歩道整
備、案内板設置及びあじさいまつりやもみじまつりなどを実施する。

【主な活動内容】

・あじさいまつりの開催（6月10日）集客者800人
・もみじまつりの開催（11月18日）、集客者1000人
・あじさい園の剪定、草刈り、清掃、ベンチや手摺り等の整備
・地域の小中学生と高良山でタケノコ掘り体験会の実施

【事業目的】

　城島地域の観光資源や特性を活かし、日ごろからの誘客に繋げ、街なかの活性化を図ることを目的と
して、地元ボランティアを育成し、受入体制の確立に繋げる。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】

・酔芙蓉育成・植栽・PR展示
・鬼面点検・清掃・簡易補修
・ボランティアガイド養成講座（4回）
・城島まち歩きマップ、町案内（英語版・韓国語版）作成
・「酒街道をゆく」ガイド案内

【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」を開催する。

【主な活動内容】

・文化街さくら祭り（4月6日）
　三本松公園にてステージイベントなどを開催
・文化街客引き行為対策（月1回）
　警察署との情報交換、パトロールを実施

【事業目的】

　「校区に住む住民が将来も住み続けたいと思えるまちづくり」、「校区を離れた人たちが、将来戻ってき
たいと思えるまちづくり」、「校区外の第三者が校区を知りたい、訪れたい、そして住んでみたいと思える
まちづくり」を目的に、イベントの実施や情報をSNSで発信を行う。

【主な活動内容】

・イチゴ・にんにく収穫体験（5月）
・下田舎マルシェ（10月28日）
・味噌作り教室（2月）

【事業目的】

　久留米市の宝の山「高良山」は、歴史遺産とすばらしい自然環境に恵まれており、市民の健康増進と
癒しの場となっている。その自然と歴史をボランティアで案内することにより、国内外より訪れた方を温か
くほとめくことによって、賑わいづくりに貢献する。

【主な活動内容】

・コース整備（清掃、案内板取替・設置）（4～8月）
・春のオルレ、アジサイ祭り、まち旅、秋のオルレ、もみじ狩り観光案内（4～6月、9～11月）
・高良山歴史講演会（8、12月開催）

【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。

【主な活動内容】

・竹灯籠の作成
・花壇周辺の整備・清掃（9月1日）
・旅行会社の観光バス等の見学者への対応（9月8日～21日）
・彼岸花祭り（9月22日）

【事業目的】

 久留米の魅力作りを図ることを目的として、世代を超えて楽しめる「路上音楽祭」と「くるめジュニア音楽
祭」を開催し、市中心部の賑わいと活力を創出する。また、これらの取り組みをインターネットやＳＮＳを
活用しながら「音楽のまち久留米市」を全国に向け発信する。

【主な活動内容】

・くるめジュニア音楽祭2019（10月13日）
・くるめ日曜市での路上音楽祭（8月～3月）

賑わいづくり KANIKAPILA Music Club
Let's Play Music!!　音楽による賑
わいづくり活動

安全安心 山川校区防犯協会 防犯活動事業

賑わいづくり 夢こうら・つくし 高良川花と清流の町おこし

賑わいづくり 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

賑わいづくり
高良山観光ボランティアガイドの
会

高良山観光ボランティアガイド事
業

賑わいづくり 文化街発展期成会
文化街地区を明るく元気な街にす
る事業

賑わいづくり 下田校区まちおこし隊
地域の活性化を目指しマルシエや
環境美化によるまちおこし活動

地域でつくる高良山賑わい事業

賑わいづくり
城島町民の森桜まつり実行委員
会

城島町民の森公園及び周辺の賑
わいづくり活動

賑わいづくり 高良山の森と環境を守る会



【活動推進部門】

事業分野 申請団体 事業名 事業目的・活動内容

【事業目的】

　次の世代がよりよい環境の中で住み続けられるまちとなることを目指し、世界・地域が抱える問題・課
題を少しでも解決できる考え・施策などの情報検討材料等を提供する。

【主な活動内容】

・地域交通まちづくりイベント（9月14日）
・公共交通フィールドワーク（10～2月）
　久留米市内で運行されている公共交通の試乗会を行う。
・持続可能なまちづくり講演会（12～2月）

【事業目的】

　田主丸の観光は、フルーツ狩りというイメージがあることで、他の観光資源が隠れてしまっている。フ
ルーツ狩りと他の様々な観光資源とコラボするようなイベントを企画し、フルーツ狩りだけではなく、他の
観光を知ってもらい、楽しんでもらうことにより、田主丸町の賑わいづくりにつなげる。

【主な活動内容】

・田主丸自然と調和体験（10月14日）
・田主丸”いまむかし”写真展、昔話＆田主丸ワインガーデン（11月～2月）
・食べて！見て！撮って！るんるん女子旅♪（2～3月）
・自然ふれあい体験（2月～3月）

【事業目的】

　まちなかに人通りが少ないという課題を解決するために、まちなかに子どもたち・その家族に加え、多
世代の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う。また、地域住民だけでなく、
広く参加者を募集し、賑わいをつくる。

【主な活動内容】

・ほとめきハロウィンパーティー（10月26日）
仮装コンテストやハロウィンパレード、ワークショップを開催
・ほとめきキャンドルナイト・ライブ（12月18日）

【事業目的】

　BS通り沿道地域店舗等が協力し、久留米城址という本市の歴史資源等を活用しながら、地域商業の
活性化や地域の賑わいづくりを図る。

【主な活動内容】

・BS通りさくら祭り音楽祭（3月22日）
【以下、対象外事業】
・BS通り沿道清掃活動（毎月）
・ふれあい祭り（地域まつり）

【事業目的】

　三本松・本町通りを中心とした観光マップを作製して、来街者に対して久留米ファンを増やすきっかけと
する。また、地元小学生に対して、地元地域の観光スポットを説明するとともに、記念碑（モニュメント）、
彫刻等を探し、その設置された歴史を紐解くことにより、久留米の町の素晴らしさ、奥深さを再発見する
ことにつなげる。

【主な活動内容】

・マップ作製フィールドワーク（12月）
・荘島・篠山・日吉小学校児童への説明（各2月）
・各施設等に説明、配布（随時）

【事業目的】

　産地久留米の植木に関心を持ってもらうため、販売のみならず随時のイベントを通して、緑花木の振興
を図るとともに、自然豊かな久留米市のＰＲにつなげ賑わいづくりに寄与する。

【主な活動内容】

・箱庭の作成、展示（1月24日～2月12日）
　展示が終わった箱庭については、高齢者施設へ寄付
・植木まつり（寄せ植え体験、樹木医相談コーナー）
・緑の相談（随時）

【事業目的】

　耳納北麓の山苞の道沿いの特色ある資源を利用して「ほとめきの心」をも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、地域活性化を促進する。

【主な活動内容】

・山苞の道の清掃活動（第3日曜日）
・各イベントでのボランティアガイド（随時）
・山苞の道大看板修繕（12月）

【事業目的】

 地域の高齢者で楽しく元気で有意義な人生を送るため、歌う・聴く・動くを柱に仲間と一緒に健康寿命を
延ばしていく。

【主な活動内容】

・ドレミの会（毎週第2･4水曜日）
　講師をお呼びし、歌や口腔体操・リズム体操などを実施
・３B体操（毎週第3水曜日）
　３B体操専門の講師をお呼びし、音楽に合わせた体操や脳トレ、体力アップを図る。
・キラキラ体操（毎週第1水曜日）
　講師や動画等から学んだ内容を自分たちで組み立て、体操等を実施。

【事業目的】

　在宅ホスピスを必要とする方やその家族が残された時間を大切に過ごすためには、患者の思いを知る
必要がある。意思を言葉で表現し、支援の方向性を認識する方法として、「もしバナゲーム」を実践し、人
生において大切な価値観や自分自身の「あり方」について考える機会を創出する。

【主な活動内容】

・在宅ホスピス活動支援講座「意思決定支援」（7月28日）
【以下、補助対象外事業】
・在宅ホスピス支援（話し相手・見守り等）
・在宅ホスピスボランティア養成講座（10月）

賑わいづくり 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

賑わいづくり

賑わいづくり

賑わいづくり
三本松・本町通り明るい町づくり
推進協議会

荘島・日吉・篠山校区を中心とした
賑わいづくり事業

山苞の会 山苞の道エリア案内力強化事業

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

賑わいづくり 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

持続可能なまちづくり研究会 「交通で持続可能なまちづくり」

耳納北麓プロジェクト

賑わいづくり

賑わいづくり
耳納北麓プロジェクト実行委員
会

在宅ホスピス活動支援講座「意思
決定支援」

思いやり
(たねまき・

チャレンジ枠）
青峰ドレミの会 認知症予防・介護予防啓発事業

思いやり
(たねまき・

チャレンジ枠）
NPO法人　結の会



【活動推進部門】

事業分野 申請団体 事業名 事業目的・活動内容

【事業目的】

　認知症の人やその家族が暮らしやすい、やさしい街づくりを目指すため、認知症の人やその家族、支
援者等が一緒に久留米市内を走ったり歩いたりすることにより、一般市民と交流をし、認知症に対する
理解や支援の啓発を行う。

【主な活動内容】

・RUN伴＋2019久留米（11月4日）
　Aコース　久留米大学旭町キャンパス本館前発～久留米市役所～通町～六角堂広場着
　Bコース　西鉄久留米駅発～一番街～六ツ門商店街～六角堂広場着
　ゴールイベントとして、ミサンガ（認知症について歌うバンド）のライブを行う。

【事業目的】

国民病と呼ばれるようになった糖尿病を一歩手前の状態に引き戻すため、栄養士がいないクリニックや
介護施設等へ通院や通所している患者さんや家族を対象に食への不安軽減のために調理実習や講話
を実施する。

【主な活動内容】

・講話と調理実習　「肥満について」　（1月）
・講話と調理実習　「減塩について」　（2月）

【事業目的】

仕事とケア（育児・介護・治療）の両立について悩みや不安を抱えている方に不安や悩みを共有できる場
の提供や情報提供を行うことで、仕事と育児等の両立や育休後の女性の就労を支援していく。

【主な活動内容】

・育休後カフェ＠久留米セミナー（3月）
仕事と子育てを両立しながら働く人やこれから働きたい人との対話や講座を実施。

【事業目的】

妊娠中から離乳食完了期までの口腔発達と食形態、食具の選択についての知識を習得する講座を開
催することで両親の負担軽減を図る。また、妊娠中の両親と両親をサポートする立場にいる多職種が交
流を図り、両親の支援の充実を図る。

【主な活動内容】

・歯科医の立場から考える妊娠期からの離乳食講座（2月）

【事業目的】

人と人との繋がりが薄れ、孤独死や引きこもり、虐待などの問題が生じているため、繋がりをつくり安心
できる居場所を作り出すために、取り組み事例を紹介する講座を開催する。

【主な活動内容】

・第1回　地域の「居場所（より処）」のつくり方；初心者入門（1月24日）
・第2回　”介護予防”居場所のつくり方（事例紹介）（2月28日）

【事業目的】

健康体操を実施することで、疾病予防・健康増進を図り、笑顔で明るい地域社会を目指す。また、高齢
者の介護を予防し、自立した生活を維持することで、医療費・介護保険費の削減を目指す。

【主な活動内容】

・介護予防事業（毎月1回）
音楽や健康器具（ボール・トレーニングチューブなど）を使った体操を実施

【事業目的】

地域の安全安心向上のため、犯罪を未然に防ぐことを目的とそいて、地域での「ながら防犯」活動の周
知と「ながら防犯」活動であるパトロールランニング・パトロールウォーキングを地域で実施する。

【主な活動内容】

・「ながら防犯」周知、実践パトランin宮ノ陣（第1・第3月曜日）
・「ながら防犯」周知、実践パトランin久留米（第1・第3金曜日）
・「ながら防犯」啓発セミナー（2月23日）

【事業目的】

 空地を活用し、住民が集まりコミュニケーションが図れる場づくりを行う。また、空地に設置するテントに
地域住民でペイントをすることにより、高齢者の社会参加や子どもの居場所づくりなど多世代での交流
にも取り組む。

【主な活動内容】

・整備作業
　UKIUKI広場の草刈り
・浮島テントアート
　UKIUKI広場に設置するテントへのペイント、テント設置、テントの披露会

安全安心
(たねまき・

チャレンジ枠）
パトランKurume 『ながら防犯』周知事業

賑わいづくり
(たねまき・

チャレンジ枠）
浮島地区自治会 UKIUKI広場賑わいづくり

思いやり
(たねまき・

チャレンジ枠）
地域活動応援塾くるめ

地域で安心できる様々な”居場
所”のつくり方と人材確保

思いやり
(たねまき・

チャレンジ枠）
C BASE 健康増進啓発事業

認知症への理解促進に向けた事
業「RUN伴＋久留米 2019」

思いやり
(たねまき・

チャレンジ枠）

特定非営利活動法人
栄養ケア・ちっご

糖尿病と食と生活

思いやり
(たねまき・

チャレンジ枠）
パパママスイッチ　プラス

多職種連携で行う妊娠期からはじ
める離乳食講座

RUN伴＋久留米実行委員会

思いやり
(たねまき・

チャレンジ枠）
Sora Project

仕事とケア（育児・介護・治療）の
両立支援と女性の就労支援

思いやり
(たねまき・

チャレンジ枠）



【校区まちづくり活動活性化部門】

事業分野 申請団体 事業名 事業目的・活動内容

【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
ルでの健康講座、また中高年層の健康維持のためのコアリズム体操を行っていく。

【主な活動内容】

・コアリズム体操（毎週火曜日）集客者480人
・健康講演会（10月21日）集客者50人
・健康フェスティバル（3月1日）

【事業目的】

　地域のつながりの希薄化、高齢化という課題がある中、杉谷地区に戸田フラワー園を完成させ、久留
米市の名所にする。地域との連携により、花園・花畑を再生させ、多世代が交流し、地域の歴史も継承
できるような事業を通して、地域力の向上と活性化を図る。

【主な活動内容】

・フラワー園の管理（通年）
　地域のボランティア等を対象に、学習を行いながら整備、管理していく。
・あじさい園開園（あじさい祭り）（6月10～16日予定）
・生涯学習（こんにゃく作り体験）（10～11月開催）

【事業目的】

　歴史作家・書評家である浦辺登氏による講演を聞くことで、古き良き伝統を想い起こし、子ども達が穏
やかに成長できる環境づくりと、地域での支え合い活動を通してまちづくりに連動させ人のつながりを深
める。

【主な活動内容】

・歴史教育・子育て支援講演会（令和2年3月13日）　集客者100人
歴史作家である浦辺登氏を講師に招き、郷土の歴史を学ぶ事で、郷土に誇りをもつ雰囲気の醸成・青
少年健全育成をはじめとした地域共生社会の実現に向けた講演を実施

【事業目的】

土砂災害警戒区域であり、被害が大きくなる可能性が高い竹野校区において、災害から身を守るため、
自治会ごとの防災研修を行うことで、地域の防災意識の向上を目指す。

【主な活動内容】

・防災研修（災害学習会）
・防災研修（防災まち歩き）
・防災研修（防災マップの作成）

【事業目的】

　市政運営の基本的視点の１つである「みんなが安全に安心して暮らせるまちづくり」を実践的に学ぶ場
を多面的に提供し、校区民の自治意識（自分の住んでいる地域を大切にする心）の一層の理解と発揚を
目的とする。

【主な活動内容】

・防災カフェ（毎月第2日曜日）
・認知症、介護予防講座（年8回）
・セーフコミュニティ研修会（10月以降）
・防災運動会（10月）
・自殺予防講演会（3月）

【事業目的】

　近年、災害が続き、防災意識の向上が必要になってきている。そのため、災害対策基本法及び久留米
市地域防災計画の規程により、地域の連帯と相互協力の精神に基づいて、防災意識の高揚を図ると共
に、地震、風水害などの災害による被害の防止及び軽減を図る。

【主な活動内容】

・自主防災勉強会（2か月に1回）
・普通救命講習（AED訓練）
・地震体験訓練、避難所運営ゲーム（3月）

【事業目的】

　地域の人が地域を知り、地域に親しみ、地域愛の醸成を図るため江上の魅力の再発見を行う。それに
続き、江上の魅力の情報発信を行い、人口減少の歯止め・移住者の増・イベント時の交流人口を増やす
ことにより、地域活性化を図り、安心して暮らせる安全な地域づくりを目指す。

【主な活動内容】

・地元の魅力動画作成及び公開（8～3月）
・魅力発信及び定住促進チラシ発行
・防災マニュアル作成（4月～3月）
・和傘の歴史講話、展示

機能強化
（情報発信）

江上校区まちづくり委員会 江上の魅力発信事業

思いやり 弓削校区まちづくり振興会 歴史教育・子育て支援講演会

安全安心 青木校区まちづくり振興会
青木校区セーフコミュニティ推進
事業（みんなでつくる安全安心な
青木校区）

安全安心 大城校区まちづくり振興会 校区自主防災活動

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

思いやり 下田校区まちづくり振興会
健康講座や健康体操等による地
域住民の健康づくり活動

安全安心 竹野校区まちづくり振興会 竹野校区自主防災研修事業


