
第 2回九州ろうきん「ＮＰＯ助成」助成団体一覧 

 

第 2 回九州ろうきん「ＮＰＯ助成」各地区助成団体 

（応募総数 356 団体 助成決定 76 団体 助成金額 1,598 万円） 

 

【福岡地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ パソボラさーくる虹 福祉 28 万円 

２ 飯塚市ボランティアサークル「キャンドル」 福祉 28 万円 

３ 特定非営利活動法人 つやざき千軒いきいき夢の会 環境 28 万円 

４ 特定非営利活動法人 共生の里 福祉 14 万円 

５ 特定非営利活動法人 Ｈ・Ｓ・Ｃ 福祉 28 万円 

６ 若松こうさてん 福祉 20 万円 

７ ＴＥＡＭ ＪＡＭ(チーム ジャム) 福祉 20 万円 

８ 
特定非営利活動法人 シティーウインズ久留米市民吹奏楽

団 
文化 27 万円 

９ 
ＮＰＯ法人 日本車いすダンススポーツ連盟 北九州市支

部 
福祉 28 万円 

10 ＮＰＯ法人 大牟田・荒尾炭鉱のまちファンクラブ 文化 28 万円 

11 特定非営利活動法人 ドラックポイズン 環境 23 万円 

12 特定非営利活動法人 農と自然の研究所 環境 28 万円 

 

【佐賀地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額

１ ＮＰＯ法人 イーネームプラットフォーム 福祉 26 万円 

２ 草の根作業所 福祉 21 万円 

３ ふ～やクラブ 福祉 30 万円 

４ いまり菜の花の会 環境 19 万円 

５ ＮＰＯ法人 鹿島作業所ひまわり 福祉 21 万円 

６ 親の会ほっとケーキ 福祉 26 万円 

７ ＮＰＯ法人 森林（もり）をつくろう 環境 5 万円 

８ ＮＰＯ法人 ふくしさとづくりの会 福祉 26 万円 
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９ シニアネット基山 文化 26 万円 

 

【長崎地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額

１ 森林ボランティアグループ森いくぞう会 環境 6 万円 

２ 佐世保川ファイトクラブ 環境 18 万円 

３ 長崎県精神障害者家族連合会 福祉 30 万円 

４ 三城高齢者短期大学 福祉 13 万円 

５ 地域活動所アトリエぽれぽれ 福祉 26 万円 

６ 虹の架け橋つるっ子作業所 福祉 5 万円 

７ させぼ介護相談員虹の会 福祉 30 万円 

８ 学生ボランティア協会 福祉 25 万円 

９ 要約筆記佐世保びーどろ 福祉 30 万円 

10 あすぺ・ワールド 福祉 20 万円 

11 野母崎精神保健福祉ボランティアあい愛グループ 福祉 24 万円 

12 長崎県オリエンテーリング協会 福祉 25 万円 

13 ＮＰＯ子どもの人権アクション長崎あじじの会 福祉 8 万円 

14 わたぼうしコンサート実行委員会 福祉 10 万円 

15 おひさま文庫 文化 30 万円 

 

【熊本地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額

１ 特定非営利活動法人 水俣教育旅行プランニング 環境 30 万円 

２ 特定非営利活動法人 ウィンディ 21 やまが 福祉・文化 20 万円 

３ 特定非営利活動法人 ステップバイステップ 福祉 30 万円 

４ ボランティアグループあじさい 福祉 15 万円 

５ やつしろ川漁師組合 環境 20 万円 

６ 特定非営利活動法人 熊本県民天文台 環境 20 万円 

７ 
特定非営利活動法人 ウィメンズ・カウンセリングルーム熊

本 
福祉 30 万円 
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８ 特定非営利活動法人 地域たすけあいの会 福祉 18 万円 

９ 特定非営利活動法人 トータル・ヘルス・ケア・コム 福祉 15 万円 

 

【大分地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額

１ 特定非営利活動法人 豊の国臼津地域市民アドバイザー 福祉 20 万円 

２ 特定非営利活動法人 大学コンソーシアムおおいた 文化 30 万円 

３ 特定非営利活動法人 とよのくに成年後見支援センター 福祉 10 万円 

４ 特定非営利活動法人 あんだんて 福祉 10 万円 

５ 特定非営利活動法人 せせらぎの会 環境 10 万円 

６ 特定非営利活動法人 安心院町グリーンツーリズム研究会 文化 30 万円 

７ 特定非営利活動法人 別府八湯トラスト 環境・文化 10 万円 

８ 特定非営利活動法人 子どもと親の相談センター・大分 福祉 30 万円 

９ 特定非営利活動法人 大分環境カウンセラー協会 環境 20 万円 

１

０ 
特定非営利活動法人 エイエルエス大分 福祉 30 万円 

 

 

【宮崎地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額

１ 宮崎地域文化研究会   文化 20 万円 

２ 特定非営利活動法人 アジア砒素ネットワーク 環境 30 万円 

３ 特定非営利活動法人 五ヶ瀬自然学校 環境 30 万円 

４ 特定非営利活動法人 ｢みらい｣ 福祉・環境 20 万円 

５ 宮崎 NPO 法人ネットワーク 福祉 20 万円 

６ 循環型社会をめざす会 環境 20 万円 

７ 特定非営利活動法人 子ども虐待防止みやざきの会 福祉 20 万円 

８ 宮崎子どもの本に親しむ会 文化 20 万円 

９ 特定非営利活動法人 サンシティ宮崎 
福祉・環

境・文化 
20 万円 
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【鹿児島地区】          

No. 助成団体名 活動分野 助成金額

１ ＮＰＯ法人 ワイズ式タイマッサージ普及の会らくらく 福祉・文化 15 万円 

２ すみよい町づくり南友会 福祉・環境 15 万円 

３ 星ケ峯ちいき文庫 文化 10 万円 

４ 精神保健福祉ボランティアサークル ゆめの実 福祉 10 万円 

５ 堂園メディカルハウス おはなし会 文化 10 万円 

６ 鹿児島メディカルメイクアップ研究会 福祉 15 万円 

７ 特定非営利活動法人 文化芸術支援ＮＰＯ ＰａｎｄＡ 文化 20 万円 

８ ＮＰＯ法人 Ｙｅｌｌｏｗ Ｃｌｕｂ 福祉 20 万円 

９ 特定非営利活動法人 サンクチュアリ・プロジェクト 環境 30 万円 

１

０ 
いちごぶんご 文化 10 万円 

１

１ 
特定非営利活動法人 孫子老サービス 福祉 15 万円 

１

２ 
屋久島地区精神障害者家族会(石楠花会) 福祉 30 万円 

 


