
第 3 回九州ろうきん「ＮＰＯ助成」助成団体一覧 

 

第 3 回九州ろうきん「ＮＰＯ助成」各地区助成団体 

（応募総数 333 団体 助成決定 72 団体 助成金額 1,600 万円） 

【福岡地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ 特定非営利活動法人 九州ビーチバレーリーグ 文化 20 万円 

２ 
いてもたってもおら連帯・ふくおか十市民災害救援隊 ネ

ットワーク 
環境 27 万円 

３ ＮＰＯ福岡邦楽芸術文化振興会 文化 20 万円 

４ 特定非営利活動法人 ソーシャルサポート相談室 福祉 30 万円 

５ 特定非営利活動法人 子育てネットワーク春日 福祉 30 万円 

６ ＮＰＯ法人 心を伝える会 福祉 25 万円 

７ 特定非営利活動法人 箱崎自由学舎 ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ 文化 27 万円 

８ 特定非営利活動法人 あんしんまちづくりの会 環境 16 万円 

９ 
特定非営利活動法人 ＮＰＯ子どもの命と心のネット 長

谷健顕彰会 
文化 25 万円 

10 特定非営利活動法人 北九州ホームレス支援機構 福祉 20 万円 

11 特定非営利活動法人 福祉でまちがよみがえる会 福祉 30 万円 

12 特定非営利活動法人 アジア女性センター 福祉 25 万円 

13 あすなろ会 文化  5 万円 

 

【佐賀地区】           

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ 佐賀市手をつなぐ育成会子ども部 笑育舎 福祉 20 万円 

２ 特定非営利活動法人 伊万里湾小型船安全協会 
福祉･環

境・文化 
20 万円 

３ 「元気塾」親の会 (佐賀県ＬＤとその周辺児・者の会) 福祉 26 万円 

４ 鹿島福祉作業所 福祉 25 万円 



５ 映画でつくる佐賀実行委員会 
福祉・文

化 
20 万円 

６ 特定非営利活動法人 消費生活相談員の会さが 福祉 25 万円 

７ 社会福祉法人 国見の里 福祉 20 万円 

８ 外出支援サービス にこにこサポート 福祉 22 万円 

９ 佐賀セラミックロード車いすマラソン実行委員会 福祉 22 万円 

 

 

【長崎地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ ＮＰＯ法人 ながさきクリーンマネジメント 環境 10 万円 

２ 長崎グリーンヘルパーの会 環境 30 万円 

３ 「ふくしの会さくら」 福祉 25 万円 

４ ＮＰＯ法人 あおぞら 福祉 30 万円 

５ ＮＰＯ法人 遊びの家共同保育所 福祉 30 万円 

６ ＮＰＯ法人 させぼ共育村 福祉 30 万円 

７ ＮＰＯ法人 ふれあいステーション 福祉 20 万円 

８ ＮＰＯ法人 ほほえみ佐世保 福祉 24 万円 

９ ＮＰＯ法人 癒  福祉 18 万円 

10 ＮＰＯ法人 レインボーブリッジ 福祉 30 万円 

11 エスペランサ 福祉 10 万円 

12 ポニーランド長崎 福祉 20 万円 

13 読み語りボランティア「クジラッ子」 文化 23 万円 

 

【熊本地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ 秋桜（コスモス）倶楽部ボランティア会 
福祉・文

化 
10 万円 

２ 田崎ふれあい会 福祉 10 万円 



３ 水辺楽校福祉ネット西原 
福祉・環

境 
10 万円 

４ あったかハートふれあい劇場 文化 15 万円 

５ 環境ネットワークくまもと 環境 15 万円 

６ ＮＰＯ ファシリテーターＬ＆Ｃ 福祉 20 万円 

７ 子守唄の里五木を育む清流川辺川を守る県民の会 環境 20 万円 

８ 子育て談話室 福祉 20 万円 

９ たんぽぽハウス 福祉 15 万円 

10 パソコン文字通訳グループ“らん” 福祉 25 万円 

11 くまもと障害者労働センター 
福祉・環

境 
30 万円 

12 八代不登校・ひきこもりサポートネットワーク 福祉 10 万円 

 

【大分地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ 
ハンセン病回復者にとって湯の街べっぷを第二のふるさと

へ実行委員会 
福祉 30 万円 

２ 九州森林ネットワーク 環境 20 万円 

３ 特定非営利活動法人おおいたリベイラ 環境 20 万円 

４ 特定非営利活動法人大分トンボの会 環境 30 万円 

５ 特定非営利活動法人うすきかたりべの会 
福祉・環

境・文化 
30 万円 

６ 特定非営利活動法人消費者センター大分 
福祉・環

境・文化 
20 万円 

７ 大分言友会 
福祉･文

化 
30 万円 

８ 日本社会福祉士会大分県支部（大分県社会福祉士会） 福祉 20 万円 

 

 

【宮崎地区】            



No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ 都農町商工会青年部パトロール『BlueOwl』 福祉 30 万円 

２ 劇団三喜 
福祉・文

化 
30 万円 

３ アースデイ宮崎 
福祉・文

化 
30 万円 

４ 大瀬作業所 福祉 30 万円 

５ ドロップインセンター 福祉 30 万円 

６ 宮崎県肢体不自由児者父母の会連合会 福祉 20 万円 

７ みやざき地域療育ネットワーク研究会 福祉 30 万円 

 

 

 

【鹿児島地区】          

No. 助成団体名 活動分野 
助成金

額 

１ 特定非営利活動法人トカラ・インターフェイス 
福祉・環

境・文化 
20 万円

２ 特定非営利活動法人みっぱぁまむ病児保育るぅむ 福祉 30 万円

３ 特定非営利活動法人もみじ友の会 福祉 20 万円

４ 精神保健福祉ボランティアグループ「野ゆりの会」 福祉 20 万円

５ 特定非営利活動法人かごしま子ども芸術センター 文化 10 万円

６ 特定非営利活動法人ガジュマル 福祉 20 万円

７ 地域総合スポーツクラブバスケットボール STAR' 文化 20 万円

８ てくてく文庫 文化 10 万円

９ 特定非営利活動法人隼人わかば会 福祉 25 万円

10 ＮＰＯ法人 バイオマスワークあったらし会 環境 25 万円

 


