
■西部ガス株式会社ボランティア助成プログラム　助成団体一覧

申請№ 地区 市町村名 団体名
決定額

（万円）
団体概要

1 3 北九州 北九州市 ふうせんバレーボール振興委員会 30
障がいの有無に関わらず、ともにプレーできるふうせんバ
レーの普及活動を通し、障がい者の社会参加を進め「誰もが
ともに生きる社会」の実現を目指している。

2 4 北九州 中間市 コミュニティカフェ・なかま 30
地域コミュニティの醸成を図り市民生活の向上と豊かな地域
づくりに寄与することを目的に、各種事業（食事提供、学習
支援、子育て支援、居場所づくり）を展開している。

3 9 福岡 福岡市 はらだに居場所をつくる会 30
学童保育の施設を借りて、子ども食堂と中高生の居場所づく
りの事業を展開し、食の提供等を通じて子ども達の居場所づ
くりや健やかに育成される環境整備を図っている。

4 13 福岡 大野城市 大野城市国際交流協会 30

大野城市の特性であるコミュニティ活動等を生かした身近な
国際交流（ことばの交流ひろば、国際交流フェスティバル、
ホームステイ受入等）を推進することにより、市の国際化及
び市民の国際感覚の養成に貢献している。

5 38 筑豊 宮若市 みやわかこども食堂ネットワーク 30

温かい食事を提供し、子どもだけでなく誰でも参加すること
ができる地域交流の場を作り、地域が一体となって子どもを
育てる環境を整え、安心して暮らせる地域を築くことを目的
に、子ども食堂や学習支援を行っている。

150

■一般財団法人福岡県職員互助会ボランティア助成プログラム　助成団体一覧

申請№ 地区 市町村名 団体名
決定額

（万円）
団体概要

1 7 北九州 みやこ町 東甲塚区　福祉部会　ボランティアの会 30
区内の在宅高齢者・障がい者・子育て中の親等、孤立しがち
な人たちの生きがいの場づくりを目指し、地域ぐるみで見守
り、支え合う活動を行っている。

2 8 福岡 福岡市 福岡市ろうあ協会 30

福岡市内に在住する聴覚障がい者の生活、文化、教育、その
他福祉の水準の向上を図るとともに、安心して生活できる環
境づくりや社会参加と福祉増進を目的とした活動を行ってい
る。

3 12 福岡 筑紫野市 俗明院「あそびの広場」 30

未就園児の子どもを持つ家庭にスケジュールやたよりを発行
している。また、子育て支援センターの職員を講師に迎え、
トイレトレーニングや季節ごとのイベント等を実施し、子育
てに優しい地域づくりを精力的に行っている。

4 15 福岡 太宰府市 おかでサロン 30
地域の高齢者の居場所づくりや引きこもり対策として、自然
体で集まれる井戸端会議的な交流の場を作っている。また、
介護予防を目的としたサロン活動等も行っている。

5 20 福岡 糸島市
ひなたぼっこ輝きサロン・ひなたぼっこ
GEBAの会

30

高齢者の生きがい・居場所づくりだけでなく、出番づくりを
目指し活動している。また、令和元年度より、高齢者の知
識・経験・技を活かし、都市と農村の交流事業を展開してい
る。

6 23 筑後 久留米市
音声訳ボランティアグループ”せせら
ぎ”

30

視覚障がいによる読書が困難な方達に読書の機会を提供する
ため、小説や情報等のあらゆる分野の録音図書の製作を行っ
ている。また、平成29年度より福岡県の一般公共図書館とし
て唯一、音訳図書のネット配信サービスに参加している。

7 27 筑後 大牟田市 おおむた認知症カフェ連絡協議会 30

大牟田市の各認知症カフェの連携を図るとともに、地域での
支え合いの確立を行う事を目的に、サポーター養成講座やカ
フェ・フェスタの開催、認知症の人や家族等の相談・支援と
啓発活動を行っている。

8 32 筑後 大牟田市
大牟田学校に行かない子を持つ親の会
「ふきのとう」

30

不登校の子どもを持つ親同士が本音で語り合える場所を提供
し、交流・情報交換を通して不登校についての理解を深める
とともに、心のゆとりを取り戻すことができるよう活動して
いる。

9 34 筑後 筑後市 子ども育成ボランティア ほんdeまつり 30

筑後市内に15団体あるボランティアグループの有志で結成。
市内ボランティアグループの中核組織として、お話し会や子
どもに本を渡す大人がより良い手法を学ぶための講座等を企
画・運営している。

10 37 筑豊 直方市 直方子育てネットワーク「すくすく」 30
ともに支え合う豊かな子育て環境と子育てを軸にした地域づ
くりを目指し、市内の中学・高校の制服リユース事業を中心
とした活動を展開している。

300

合計　５団体

合計　１０団体

令和２年度「地域ボランティア活動支援のための助成事業」
助成決定団体一覧



■社会福祉法人福岡県社会福祉協議会ボランティア助成プログラム　助成団体一覧

申請№ 地区 市町村名 団体名
決定額

（万円）
団体概要

1 1 北九州 北九州市 ボランティア公共楽団「らるご」 30
障がいの有無や年齢にかかわらず、全ての人に楽しんでもら
えるよう、福祉施設への慰問やお祭り等への演奏活動を行っ
ている。

2 14 福岡 大野城市 上大利翔劇団 29

公民館で演芸活動を行っているメンバーで構成され、芸の向
上と上大利区の文化の高揚を図ることを目的に、日頃の成果
を介護施設や公共施設で披露し、憩いのひと時を提供してい
る。

3 16 福岡 太宰府市 湯の谷西ひまわり会 28
高齢者が健康で生き生きと過ごすことができるよう、サロン
活動やバスハイク等を実施するとともに、子育て支援のため
のママ友サロンを開催している。

4 17 福岡 太宰府市 大宰府手話の会 17
聴覚に障がいがある方との情報共有・交流を図るために、学
習会や市内の観光案内を行っている。また、手話奉仕員養成
講座の講師等、手話通訳者を育てる活動も行っている。

5 21 福岡 筑前町 筑前町しっぽお助け隊 29

動物福祉団体として、地域猫やペットと防災等の講座を実施
し教育・啓蒙活動を行っている。また、迷い犬・猫の情報発
信をしており、町民だけでなく一緒に住んでいる動物達も幸
せに生きることができる町を目指している。

6 22 筑後 久留米市 ほとめきにわか隊 30

久留米の伝統芸能である「久留米にわか」を通してボラン
ティア活動を行っており、高齢者施設や地域のイベント等で
伝承・ＰＲするとともに、「笑い」による健康増進を図って
いる。

7 25 筑後 久留米市 みどる山の会 30

安全で楽しい山行を行っている。山行の他、高良山と兜山
キャンプ場の清掃を一般市民と一緒に実施している。また、
高齢者施設を訪問し踊り等を披露する等、自然保護だけでな
く地域の活性化に貢献している。

8 26 筑後 大牟田市 フォーリナーサポートクラブ 30

大牟田市の空襲等の歴史を「命の紙芝居」として制作し、小
中学校等で上演し平和推進活動を行うとともに、フィリピン
の貧困地域に使用済みランドセル等を贈る支援を行ってい
る。

9 28 筑後 大牟田市 すばるハーモニカ 30

1999年の発足以降、病院やデイケア、施設やサロン等のイベ
ントでハーモニカ演奏を行っている。また、小学生向けの体
験学習も実施しており、ハーモニカ初心者の育成にも力を入
れている。

10 29 筑後 大牟田市 さんふぁみさんた 30

市内の高齢者とその介護をしている方向けに、サンタクロー
スに扮して傾聴訪問を行っている。傾聴だけでなくハンドベ
ルの演奏や似顔絵プレゼント等も行っている。また、朝倉
市・熊本被災地へ元気をお届けする活動も展開している。

11 30 筑後 大牟田市 マジック三川 30
大牟田市の生涯学習の一環で開催されたシニアデビュー塾を
きっかけに、マジックを通じ福祉施設やサロン、学童保育等
への慰問活動を行っている。

12 31 筑後 大牟田市 大牟田の空襲を記録する会 30
大牟田市を襲った空襲、戦災の被害を記録し、各地の「記録
する会」と連携し、記録の収集やパネル展示等を通し、平和
推進のための活動を行っている。

13 33 筑後 筑後市 筑後手をつなごう絆の会 30

市民一人ひとりの防災意識の向上と地域における防災リー
ダーの防災意識の向上を目指し、防災講座を定期的に開催す
るとともに、地域のイベント等において啓発活動を行ってい
る。

14 40 筑豊 桂川町 桂川手話の会 30

手話を通して聴覚障がい者と交流を深め、豊かな地域社会づ
くりの一環に寄与することを目的に、聴覚障がい者との交流
等に関する支援、協力活動や手話技術の習得・向上のための
学習会を開催している。

403合計　１４団体


