
小学生
(保護者等同伴)

中学生 高校生

人権 1
久留米市人権啓発推進協議会ボラン
ティアスタッフ

久留米市人権啓発推進協議会が行う、同和問題講演会や
市民のつどいなどのサポート活動や、イベントでの啓発活動を
行います。

なし 〇 〇 〇 随時 人権啓発センター 30-7500 30-7501 ｊinken@city.kurume.fukuoka.jp

福祉・健康づくり 2 よかよか介護ボランティア

対象者が市内の介護保険施設でボランティア活動をするとポ
イントが付与される制度です。原則1時間につき１ポイント
（100円）が付与され、翌年度に10ポイントから最大50ポイン
ト（5,000円）まで奨励金に換金もしくは寄付することができま
す。

市内在住の65歳以
上の方（要支援・要介
護認定者を除く）

× × × 随時 長寿支援課 30-9207 36-6845 chouju@city.kurume.fukuoka.jp

福祉・健康づくり 3 いきいきサロンボランティア
地域内の集会所や校区コミュニティセンターなど、高齢者を
はじめ地域の方たちが集まる場でレクリエーション活動や、チ
ラシ回覧、当日の準備などのお手伝いを行います。

なし 〇 〇 〇 随時 社会福祉協議会　地域福祉課 34-3035 34-3090 heartful@heartful-volunteer.net

福祉・健康づくり 4 訪問活動ボランティア
ひとり暮らしの高齢者等の自宅を訪問する見守り活動。傾聴
や世間話を通じて安否確認をするとともに、生活課題の発見
や専門機関への橋渡しなどを行います。

なし 〇 〇 〇 随時 社会福祉協議会　地域福祉課 34-3035 34-3090 heartful@heartful-volunteer.net

福祉・健康づくり 5 食事サービスボランティア

校区コミュニティセンターや集会所などにおいて、高齢者に食
事を提供する「会食会」や、手作りのお弁当を自宅へ届ける
「配食」を行います。いずれも、高齢者等との交流を通じて閉
じこもり、孤立しがちな高齢者の生活不安の把握や支援に活
かします。

なし 〇 〇 〇 随時 社会福祉協議会　地域福祉課 34-3035 34-3090 heartful@heartful-volunteer.net

福祉・健康づくり 6
「ボランティアフェスティバル」ボラン
ティア

総合福祉センター・総合福祉会館〔長門石〕にて開催予定の
ボランティアフェスティバルにおいて、前日及び当日に、会場
設営の準備や運営、来場者支援等を行います。

なし 〇 〇 〇 1月～3月予定 社会福祉協議会　地域福祉課 34-3035 34-3090 heartful@heartful-volunteer.net

福祉・健康づくり 7 学生ボランティア
交流会や学習会などを通じて、障害児・者への理解を深め、
当事者の支援や啓発活動を行います。

中・高生、大学生等 〇 〇 〇
交流会実施日まで
（時期未定）

社会福祉協議会　地域福祉課 34-3035 34-3090 heartful@heartful-volunteer.net

福祉・健康づくり 8 福祉教育ゲストティーチャー

市内の小中高等学校等からの求めに応じて、福祉学習やボ
ランティア活動について講師として授業を行ったり、ボランティ
ア活動場所へ生徒を受け入れるなど、福祉教育に参画しま
す。

障害当事者、ボラン
ティア活動実践者等
(年齢不問)

- - - 随時 社会福祉協議会　地域福祉課 34-3035 34-3090 heartful@heartful-volunteer.net

子育て・子ども 9 ブックスタートボランティア
養成講座受講後、市内の9ヶ所の会場で乳児とその保護者
を対象に、メッセージとともに直接絵本を手渡し、絵本を介し
た親子のふれあいの大切さを教えます。

養成講座受講 × × × 未定 中央図書館 38-7116 38-7183 library@city.kurume.fukuoka.jp

子育て・子ども 10 田主丸ブックスタートボランティア
毎月第3木曜日、田主丸図書館の会場で乳児とその保護者
を対象に、メッセージとともに直接絵本を手渡し、絵本を介し
た親子のふれあいの大切さを教えます。

養成講座受講 × × × 未定 田主丸図書館 （0943）
73-4031 （0943）
74-4041

子育て・子ども 11 三潴ブックスタートボランティア
原則第4金曜日に、三瀦生涯学習センター内の会場で乳児
とその保護者を対象に、メッセージとともに直接絵本を手渡
し、絵本を介した親子のふれあいの大切さを教えます。

養成講座受講 × × × 未定 三潴図書館 64-6010 64-6006

子育て・子ども 12 北野ブックスタートボランティア
原則第1水曜日、コスモすまいる北野内の会場で乳児とその
保護者を対象に、メッセージとともに直接絵本を手渡し、絵本
を介した親子のふれあいの大切さを教えます。

養成講座受講 × × × 未定 北野図書館 23-1151 23-1155

子育て・子ども 13 城島ブックスタートボランティア
毎月第3木曜日、城島図書館の会場で乳児とその保護者を
対象に、メッセージとともに直接絵本を手渡し、絵本を介した
親子のふれあいの大切さを教えます。

養成講座受講 × × × 未定 城島図書館 62-1777 62-4466
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子育て・子ども 14 六ツ門ブックスタートボランティア

養成講座受講後、原則第1日曜日に、六ツ門図書館内の会
場で乳児とその保護者を対象に、メッセージとともに直接絵本
を手渡し、絵本を介した親子のふれあいの大切さを教えま
す。

養成講座受講 × × × 未定 六ツ門図書館 39-5620 27-7281

子育て・子ども 15 児童センターボランティア
養成講座受講後、児童センター〔六ツ門町〕が開催する各種
教室やイベントの開催を、児童センター職員と連携・協力して
行います。

年齢制限なし。ボラン
ティアの希望の活動
等もあるので、その都
度、児童センターへ
相談。

〇 〇 〇 7月、11月予定 こども子育てサポートセンター 30-9302 30-9718 kokosapo@city.kurume.fukuoka.jp

子育て・子ども 16 子育て支援ボランティア

養成講座受講後、子育てに関するサロンやイベントの開催当
日に、会場（子育て交流プラザくるるんや子育て支援セン
ター、校区コミュニティセンターなど）で、子どもの見守りや相
談等の支援を行います。

20歳以上 × × ×
9月頃
2月頃

こども子育てサポートセンター 30-9302 30-9718 kokosapo@city.kurume.fukuoka.jp

子育て・子ども 17
ファミリー・サポート・センターくるめみま
もり会員

地域の中で、「子育てのお手伝いをしたい人（みまもり会員）」
と「子育ての手助けがほしい人（おねがい会員）」が、保育園
などの送迎や残業・リフレッシュ時の子ども預かりなど、一時
的な子育ての助け合いを行うしくみです。講座の受講が必要
です。

久留米市、うきは市、
大木町、大刀洗町在
住の20歳以上

× × × 5月予定 こども子育てサポートセンター 30-9302 30-9718 kokosapo@city.kurume.fukuoka.jp

子育て・子ども 18 学習支援ボランティア
6月上旬から3月上旬まで市内の小中学校において週1～2
回程度、放課後や長期休業中に子どもたちの授業の復習や
宿題などの学習支援を行います。

18歳以上 × × × 随時 学校教育課 30-9216 30-9719 gakkyo@city.kurume.fukuoka.jp

子育て・子ども 19 中学校学習指導員

市内の中学校（R4年度はモデル校7校）で、放課後や夏休み
等に週１～2回程度、教員を目指す大学生や学習指導の経
験がある方が、授業の復習や宿題などのサポートを行いま
す。

18歳以上 × × × 随時 学校教育課 30-9216 30-9719 gakkyo@city.kurume.fukuoka.jp

環境・美化 20 くるめクリーンパートナー
市内全域の道路、公園、河川などの公共の場所において、
主にポイ捨て等による散乱ごみの収集を行います。

市民・事業者 〇 〇 〇 随時 環境政策課 30-9146 30-9715 kansei@city.kurume.fukuoka.jp

環境・美化 21 下水道フェアパートナー
毎年、下水道の日（9月10日）にあわせた週末、南部浄化セ
ンター〔安武町〕で開催される上下水道フェアで、受付や花の
配布等を市職員と協力して行います。

なし 〇 〇 〇 随時 営業管理課 30-8565 38-2694

環境・美化 22
上水道漏水発見パートナー「ウォー
ターズ」

通勤・通学や散歩などの途中で、水が地中などから漏れ出て
いる箇所を発見した時、上下水道部に通報します。

なし 〇 〇 〇 随時 上水道整備課 30-8525 38-2694 suidoken@city.kurume.fukuoka.jp

環境・美化 23 路上違反広告物追放パートナー
対象者が団体としてボランティア登録し、市内各所（各校区
単位）において、道路上の「はり紙」「はり札」「立看板」の撤去
を行います。

・市内に在住もしくは
通勤・通学する18歳
以上
・市長に任命された
方

× × △（18歳可） 随時 路政課 30-9076 30-9712 rosei@city.kurume.fukuoka.jp

環境・美化 24 環境交流プラザサポーター
養成講座の受講後、宮ノ陣クリーンセンター施設の見学案内
等やイベント・講座の企画や運営を通じて、環境に配慮した暮
らしを広める活動をします。

年齢→18歳以上
資格→不問

× × △（18歳可） 随時 施設課（宮ノ陣クリーンセンター） 27-5371 27-5443 myjclean@city.kurume.fukuoka.jp

環境・美化 25 市民とつくる花と緑の名所団体
久留米市から花と緑の名所として指定を受けた花壇に市民5
人以上の実施団体で、緑化活動を行います。必要な園芸資
材は市から提供します。

事業主旨に賛同し、
活動できる方

〇 〇 〇 随時 公園緑化推進課 30-9087 30-9707 kouen@city.kurume.fukuoka.jp

環境・美化 26 植栽ボランティア「花人さん」
「花人さん」に登録いただき、久留米市の花と緑のまちづくり事
業に参加して駅や公共施設等で花植えを中心とした緑化活
動を行います。

事業主旨に賛同し、
活動できる方

〇 〇 〇 随時 公園緑化推進課 30-9087 30-9707 kouen@city.kurume.fukuoka.jp
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環境・美化 27 くるめ花街道サポーター

サポーターに登録いただき、主に明治通りや昭和通り、けやき
通りなどの中心市街地幹線道路で、花の植付け、水やり、草
取り、掃除などの維持管理を行政と協働で行います。必要な
園芸資材は市から提供します。

事業主旨に賛同し、
活動できる方

〇 〇 〇 随時 公園緑化推進課 30-9087 30-9707 kouen@city.kurume.fukuoka.jp

環境・美化 28 くるめエコめいと
環境に関するイベントや子どもたちと一緒に環境について考え
る環境教室等で、スタッフとして、さまざまな環境啓発活動を
行います。

18歳以上（高校生は
除く、市外居住者可）

× × × 随時 環境政策課 30-9146 30-9715 kansei@city.kurume.fukuoka.jp

文化・観光・国
際交流

29
筑後川花火大会翌日クリーンパート
ナー

筑後川花火大会翌日の8月6日早朝（雨天延期あり）に、花
火大会会場及び周辺の美化活動を行います。

なし 〇 〇 〇 随時 観光・国際課 30-9137 30-9707 kanko@city.kurume.fukuoka.jp

文化・観光・国
際交流

30 くるめ水の祭典企画委員
「くるめ水の祭典」実行委員構成団体から推薦を受け、「くる
め水の祭典」の企画段階から開催日までの間、大会運営に
参加・協力します。

事業の趣旨に賛同・
協力いただける方で
実行委員会構成団
体から推薦のある方

× × 〇 随時 水の祭典振興会事務局 31-1717 31-3210

文化・観光・国
際交流

31 くるめ水の祭典イベントサポートスタッフ
毎年8月4日に開催される「くるめ水の祭典」において、会場誘
導・整理、警備、清掃など大会運営に協力します。

高校生以上 × × 〇
5月～６月中旬（予
定）

水の祭典振興会事務局 31-1717 31-3210

文化・観光・国
際交流

32 久留米つつじマーチサポートスタッフ
毎年4月の第3土曜日、日曜日に行われる、久留米つつじ
マーチ開催当日に、会場整理・コース誘導・休憩所でのおも
てなしなどの大会運営に協力します。

高校生以上で、実行
委員会が依頼する組
織に所属している方

× × 〇 11月～3月予定 （公財）久留米観光コンベンション
国際交流協会 31-1717 31-3210 ktie@ktarn.or.jp

文化・観光・国
際交流

33 観光ボランティアガイド
研修受講後に「観光ボランティアガイド」として登録し、久留米
市内の観光ガイドや祭り及びイベント時の案内を行います。

１８歳以上(高校生含
まない）

× × × 未定 （公財）久留米観光コンベンション
国際交流協会 31-1717 31-3210 ktie@ktarn.or.jp

文化・観光・国
際交流

34 外国語活用サポーター
久留米市を訪れる外国人観光客等の通訳や観光案内のサ
ポート、在住外国人の生活に関する支援を行います。

日本語および各国語共
に、依頼事項に応じられ
る程度の語学力、通
訳、翻訳能力を有する
方

× × × 随時 （公財）久留米観光コンベンション
国際交流協会 31-1717 31-3210 ktie@ktarn.or.jp

文化・観光・国
際交流

35 ホームステイサポーター
必要に応じて、友好・姉妹都市を中心とした外国人のホーム
ステイ先として、受入を行います。

・久留米市内在住者
・ゲストに食事を提供できる
方
・ゲストのために個室が用
意できる方
・ゲスト受入時に送迎がで
きる方

× × × 随時 （公財）久留米観光コンベンション
国際交流協会 31-1717 31-3210 ktie@ktarn.or.jp

文化・観光・国
際交流

36
石橋文化センター・ガーデンサポー
ター

年10回程度、石橋文化センター〔野中町〕で、花壇・プラン
ターの植替え、水やり、草取り、宿根草の手入れ等、また、バ
ラの剪定、バラフェア等のイベントのお手伝いを（公財）久留
米文化振興会職員と共同作業で行います。

１８歳以上(高校生含
まない）

× × × 随時 （公財）久留米文化振興会 33-2271 39-7837

文化・観光・国
際交流

37
石橋文化センター・イベントサポートス
タッフ

石橋文化ホールまたは石橋文化センター〔野中町〕内の施設
内で、事業のＰＲチラシ発送、ホールイベントの準備、受付、
入場案内、会場内整理等を（公財）久留米文化振興会職員
と共同作業で行います。

１８歳以上(高校生含
まない）

× × × 随時 （公財）久留米文化振興会 33-2271 39-7837

文化・観光・国
際交流

38 コスモス街道育成愛好会
コスモス街道〔北野町〕で、コスモスの花の種まきや除草、開
花後の伐採までの育成管理、伐採後の土壌管理を行いま
す。

なし 〇 〇 〇 随時 北野総合支所　産業振興課 78-3569 78-3377 k-sangyo@city.kurume.fukuoka.jp

文化・観光・国
際交流

39 そよ風ホール・サポートスタッフ
そよ風ホール〔田主丸町〕の主催公演開催時（年5～6回開
催予定）に、ホールイベントの準備、受付、チケットもぎり、会
場内整理、駐車場整理等のサポート業務を行います。

なし 〇 〇 〇 随時 田主丸複合文化施設「そよ風ホール」 （0943）
74-4000 （0943）
73-4030 t-bunka@city.kurume.fukuoka.jp
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文化・観光・国
際交流

40 インガットホールホールサポートクラブ
インガットホール〔城島町〕の公演開催時（年5～6回開催予
定）に、受付、チケットもぎり、会場内整理等のサポート業務を
イベント担当者と共に行います

なし × × × 随時 城島総合支所　文化スポーツ課 62-2117 62-4466 j-bunka@city.kurume.fukuoka.jp

文化・観光・国
際交流

41 城島酒蔵びらきサポートスタッフ
2月中旬に開催される「城島酒蔵びらき」において、会場及び
周辺の会場誘導・整理、チケット販売などのサポートを行いま
す。

なし
（高校生スタッフは酒
の提供・販売等は行
わないよう配慮）

× × 〇 毎年12月～1月予定 城島総合支所　産業振興課 62-2115 62-3732 j-sangyo@city.kurume.fukuoka.jp

文化・観光・国
際交流

42 くるおんサポーター
久留米市が実施する 「くるめ街かど音楽祭」 や 「くるめライブ
チャレンジ」 など音楽事業で、チラシの配布や会場整理、警
備などを行います。

１８歳以上(高校生含
む）

× × △（18歳可） 随時 文化振興課 30-9224 30-9714  shibunka@city.kurume.fukuoka.jp

文化・観光・国
際交流

43 国際交流事業サポーター
各種国際交流イベントの準備・運営や文化紹介、講義、外国
人生活相談など、国際交流・支援に関する様々な分野での
協力をお願いします。

久留米市及び近郊の
市町村在住に在住の
方。

× 〇 〇 随時 （公財）久留米観光コンベンション
国際交流協会 31-1717 31-3210 ktie@ktarn.or.jp

社会教育・ス
ポーツ

44
筑後川Ｅボートフェスティバルサポート
スタッフ

9月1日（日）に筑後川漕艇場〔瀬下町〕で開催される「筑後
川Eボートフェスティバル」の、Eボートの組み立て、解体、参加
者の乗船補助などの大会運営に協力します。

なし × × 〇 イベント中止 体育スポーツ課 30-9226 38-2259 taiikusp@city.kurume.fukuoka.jp

社会教育・ス
ポーツ

45
久留米ロードレース大会警備サポート
スタッフ

1月26日（日）に開催される「久留米ロードレース大会」の会
場・コースにおいて、コース観察員として、選手の安全と走路
の確保及び通行車両等の交通整理等の大会運営を支援し
ます。

なし × × 〇 12月頃 （公財）久留米市スポーツ協会 33-5453 38-2259 kurumetaikyo@yahoo.co.jp

社会教育・ス
ポーツ

46
生涯学習発展推進事業（サークル主
催講座）

久留米市生涯学習センター登録団体が、初心者向けの各種
講座を企画・実施します。（生涯学習センター登録団体に限
ります）

生涯学習センター登
録団体

× × × 随時 久留米市生涯学習センター 30-7900 30-7911 elpia@piif.k-ikigaikenko.jp

社会教育・ス
ポーツ

47 LLサークルバンク
ＬＬサークルで行っている生涯学習の取り組みを発表したり、
交流を通じて福祉施設やコミュニティセンター、学校などの活
動を支援します。

LLサークル加入団体 × × × 随時 久留米生涯学習推進市民協会 38-2258 30-7912 elelnet@kumin.ne.jp

社会教育・ス
ポーツ

48 風の羽ばたき隊
生涯学習推進課主催青年講座において、18～39歳までの
青年（高校生は不可）が集まり、自主企画自主運営で事業を
実施します。

18～39歳までの青
年（高校生は不可）

× × × 随時 生涯学習推進課 30-7970 30-7971 manabi@city.kurume.fukuoka.jp

社会教育・ス
ポーツ

49 体育サポートスタッフ
2月開催予定の田主丸マラソン大会の準備及び大会当日
に、会場及びその周辺で、スタッフとしてサポートを行います。

成人 × × × 随時 田主丸総合支所　文化スポーツ課 （0943）
74-4000 （0943）
73-4030 t-bunka@city.kurume.fukuoka.jp

社会教育・ス
ポーツ

50
バードボランティア（久留米市鳥類セン
ター友の会）

久留米市鳥類センター〔東櫛原町〕園内で、飼育活動、美化
活動やイベント活動、ガイド活動などのサポートを行います。

高校生以上 × × 〇 随時 久留米市鳥類センター 33-2895 33-2896 kurume-birdc@ktarn.or.jp

社会教育・ス
ポーツ

51 音訳ボランティア「せせらぎ」

養成講座受講後、音訳ボランティア「せせらぎ」の会に登録さ
れた方が、中央図書館〔野中町〕の蔵書として貸出される録
音図書を作成します。他に利用者からのプライベートサービス
や行政機関等からの依頼に応じ音訳を実施しています。

養成講座受講 × × × R3年度に募集予定 中央図書館 38-7116 38-7183 ｌibrary@city.kurume.fukuoka.jp

社会教育・ス
ポーツ

52 おはなしボランティア

養成講座受講後、中央図書館〔野中町〕、六ツ門図書館〔六
ツ門町〕で毎週開催される「おはなしのじかん」や、中央図書
館などで年1回開催される「平和イベント」、「クリスマス会」に
おいて、絵本の読み聞かせや紙芝居、ﾊﾟﾈﾙシアター等を行
います。

養成講座受講 × × ×
R3年度の募集はあり
ません

中央図書館 38-7116 38-7183 ｌibrary@city.kurume.fukuoka.jp
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社会教育・ス
ポーツ

53 点訳ボランティア「きつつき」

養成講座受講後、点訳ボランティア「きつつき」に登録された
方が、中央図書館〔野中町〕の蔵書として貸出される点字図
書の作成や点訳を行います。他に利用者からのプライベート
サービスや行政機関等からの依頼に応じ、点訳を実施してい
ます。

養成講座受講 × × ×
4月16日～4月30日
予定

中央図書館 38-7116 38-7183 ｌibrary@city.kurume.fukuoka.jp

社会教育・ス
ポーツ

54 対面朗読ボランティア「ことのは」
養成講座受講後、中央図書館〔野中町〕において、文書を読
むことが困難な視覚障害者に、本やパンフレット等を対面で朗
読し、情報収集の手助けをします。

養成講座受講 × × × 随時 中央図書館 38-7116 38-7183 ｌibrary@city.kurume.fukuoka.jp

社会教育・ス
ポーツ

55 ブックトーク研究会

養成講座受講後、中央図書館〔野中町〕や依頼された学校
等で、小・中・高校生を対象に、一定のテーマに沿って数冊
の本をキーワードで繋ぎながら紹介し、本の面白さを伝えま
す。

養成講座受講 × × × 未定 中央図書館 38-7116 38-7183 ｌibrary@city.kurume.fukuoka.jp

社会教育・ス
ポーツ

56 人形劇ボランティア
毎年、年1回開催される「平和イベント」、「クリスマス会」の
際、おはなしボランティアとともに実施する約90分程度のおは
なし会において人形劇を実施します。

おはなし会等の経験
があること

× × ×
R3年度の募集はあり
ません

中央図書館 38-7116 38-7183 ｌibrary@city.kurume.fukuoka.jp

社会教育・ス
ポーツ

57 城島図書館おはなしボランティア
毎週日曜日、城島図書館で、絵本や紙芝居の読み聞かせや
手遊び等を行います。また、たなばた会、クリスマス会など城
島図書館が主催するイベントへ参加します。

特になし × × × 随時 城島図書館 62-1777 62-4466

社会教育・ス
ポーツ

58 北野図書館おはなし会

毎週土曜日、北野図書館内の会場で、絵本や紙芝居の読
み聞かせ等を行います。※現在コロナの影響で職員が実施
毎月第4金曜日、こすもスマイル北野内の会場で、赤ちゃん
向けのおはなし会を行います。※現在コロナの影響で中断

特になし × × × 随時 北野図書館 23-1151 23-1155

社会教育・ス
ポーツ

59 読書ボランティア「プロセス」

毎月第2土曜日、三潴図書館や三潴地域の小学校で、30分
程度絵本の読み聞かせや紙芝居、パネルシアター等を行い
ます。また、七夕おはなし会、クリスマスおはなし会など三潴
図書館が主催するイベントへ参加します。

特になし × × × 随時 三潴図書館 64-6010 64-6006

社会教育・ス
ポーツ

60 布の絵本ボランティア

毎週木曜日に2時間半程度、図書館で利用する布の絵本、
カレンダー、道具、小物の作成を行います。また、手づくり布
の絵本全国コンクールに出展する作品や久留米特別支援学
校へのプレゼントを作る活動を行います。

特になし × × × 随時 三潴図書館 64-6010 64-4687

社会教育・ス
ポーツ

61 田主丸おはなし会読書ボランティア
毎月1回、第1木曜日と第2土曜日に田主丸図書館で、絵本
や紙芝居の読み聞かせ等を行います。また、田主丸図書館
で開催するおはなし会や催しへ参加します。

特になし × × × 随時 田主丸図書館 （0943）
73-4031 （0943）
74-4041

社会教育・ス
ポーツ

62 六ツ門おはなし会読書ボランティア
養成講座受講後、毎週土曜日、六ツ門図書館内の会場で、
絵本や紙芝居の読み聞かせ等を行います。

特になし × × × 随時 六ツ門図書館 39-5620 27-7281

社会教育・ス
ポーツ

63 チャレンジ体験塾「きたの」

中学生以上の方で、小学生（4～6年生）を対象とした体験合
宿・1日体験活動・2泊3日の通学合宿の際、参加する小学
生の見守り、学習指導や事務局の補助等を行います。
実行委員（18歳以上、高校生不可）もあわせて募集

中学生以上 × 〇 〇 随時 北野総合支所　文化スポーツ課 78-2308 78-7283 k-bunka@city.kurume.fukuoka.jp

安全・安心 64 救命指導パートナー

・応急手当普及員の資格を取得したのち、自身が働く事業所
において開催される普通救命講習の際、受講者への指導を
消防署員と協力して行います。
・防災リーダーに普通救命講習の実施。

久留米広域消防本
部管内に事業所があ
る従業員など

× × × 随時 久留米広域消防本部　救急防災課 38-5158 38-5172 ksyoukyu@kouiki.kurume.fukuoka.jp

基金・寄付 65 暴力追放推進基金
暴力追放運動を資金面から支援するため、久留米市暴力追
放推進基金に寄付を行います。

なし 随時 安全安心推進課 30-9094 30-9706 anzen@city.kurume.fukuoka.jp
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基金・寄付 66 久留米シティプラザ応援プロジェクト

久留米シティプラザを資金面から支援するため寄付を行いま
す。
寄付を行ったプロジェクト参加者のネームプレートを施設内に
掲げます。

なし 随時 久留米シティプラザ総務課 36-3000 36-3087 plaza@city.kurume.fukuoka.jp

基金・寄付 67 スポーツ振興基金
青少年スポーツ活動への支援や市民スポーツ運動の普及の
ため、財源となる基金に寄付を行います。

なし 随時 体育スポーツ課 30-9226 38-2259 taiikusp@city.kurume.fukuoka.jp

基金・寄付 68 ふるさと文化創生基金
久留米市の地域文化の振興及び環境整備並びに歴史の継
承を推進するため、財源となる基金に寄付を行います。

なし 随時 文化振興課 30-9224 30-9714 shibunka@city.kurume.fukuoka.jp

基金・寄付 69 久留米市美術振興基金
久留米市美術館に収蔵する美術品その他の美術に関する
資料の取得のため、財源となる基金に寄付を行います。

なし 随時 文化振興課 30-9224 30-9714 shibunka@city.kurume.fukuoka.jp

基金・寄付 70 社会福祉振興基金
社会福祉の向上充実を図るために必要な事業の推進を行う
財源となる基金に寄付を行います。

なし 随時 健康福祉部　総務 30-9022 30-9752 ho-fuku@city.kurume.fukuoka.jp

基金・寄付 71 子育て支援基金
子育て支援活動や支援環境の整備など、地域での子育てを
資金面から支援するため、事業の推進を行う財源となる基金
に寄付を行います。

なし 随時 子ども政策課 30-9227 30-9718 egao@city.kurume.fukuoka.jp

基金・寄付 72 国際交流基金
青少年の国際交流事業を推進するため、財源となる基金に
寄付を行います。

なし 随時 観光・国際課 30-9137 30-9707 kanko@city.kurume.fukuoka.jp

基金・寄付 73
くるめ光の祭典ほとめきファンタジーサ
ポーター

中心市街地におけるイルミネーション点灯への市民参加の一
環として、オリジナルピンバッジを販売します。

なし
10月下旬～翌年1月
上旬予定

商工政策課 30-9134 30-9707 syoko@city.kurume.fukuoka.jp

基金・寄付 74 久留米市緑化基金
久留米市の緑の育成、保全、普及及び啓発に関する事業の
推進のため、財源となる基金に寄附を行います。

なし 随時 公園緑化推進課 30-9087 30-9707 kouen@city.kurume.fukuoka.jp

基金・寄付 75
バードサポーター（久留米市鳥類セン
ター友の会）

施設整備等、久留米市鳥類センターの飼育環境改善のた
め、1口1,000円から寄付を行います。寄付金額に応じて招
待券の進呈や名前の掲示があります。

なし 随時 久留米市鳥類センター 33-2895 33-2896 kurume-birdc@ktarn.or.jp

基金・寄付 76 教育振興基金
子どもたちの学校教育への条件整備を充実させるため、久留
米市教育振興基金へ寄付を行います。

なし 随時 教育部　総務 30-9213 30-9719 kyousou@city.kurume.fukuoka.jp


