
第 5回九州ろうきん「ＮＰＯ助成」助成団体一覧 

 

第 5 回九州ろうきん「ＮＰＯ助成」各地区助成団体 

（応募総数 331 団体 助成決定 72団体 助成金額 1,560 万円） 

                                 

【福岡地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ ふれあい隊 環境 24 万円 

２ まほろば自然学校 環境 30 万円 

３ こども病院フラワーボランティア 福祉・環境 20 万円 

４ 特定非営利活動法人 エコネットふくおか 環境・文化 30 万円 

５ 福岡ワークキャンプ協議会 新光園グループ 福祉 15 万円 

６ 特定非営利活動法人 女性エンパワーメントセンター福岡 福祉 30 万円 

７ ＮＰＯ法人 チェルノブイリ医療支援ネットワーク 福祉 30 万円 

８ ＮＰＯ法人 北部九州ホスピスケアの会 福祉 30 万円 

９ 筑豊飯塚観光案内人 文化 16 万円 

１０ 特定非営利活動法人 国際交流広場無窮花堂友好親善の会 文化 30 万円 

１１ 筑後川まるごと博物館運営委員会 環境・文化 30 万円 

１２ 大牟田奏友会 文化 15 万円 

 

【佐賀地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ 佐賀にわか 完熟トマト 福祉 20 万円 

２ 華みずき会 福祉・文化 17 万円 

３ 特定非営利活動法人 佐賀県射撃と狩猟振興会 環境 20 万円 

４ 特定非営利活動法人 全国訪問美容・訪問託児センター 福祉 20 万円 

５ 竹あかり実行委員会 福祉・文化 30 万円 

６ とす市民活動ネットワーク 福祉 30 万円 

７ まちの鎮守の森なかよしえん 福祉 20 万円 

８ 納所東山笠 文化 30 万円 

９ 自転車友の会 環境 23 万円 

 

 

 

 



【長崎地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ パソコン要約筆記「ＰＣながさき」 福祉 14 万円 

２ ＮＰＯ法人 さくら会 福祉 26 万円 

３ 子どもの人権・安全ステーション 福祉 20 万円 

４ 日本ＡＬＳ協会 長崎県支部 福祉 30 万円 

５ ＮＰＯ法人 長崎斜面研究会 福祉 20 万円 

６ ＮＰＯ法人 ほほえみながさき 福祉 11 万円 

７ 普賢岳と共生する 環境 28 万円 

８ ＮＰＯ法人 ぬくもりの木道 環境 20 万円 

９ 長崎街道 彼杵宿まちおこし隊 文化 6 万円 

１０ はさみ子ども劇場 文化 20 万円 

１１ ながさき双六の会 文化 15 万円 

 

【熊本地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ 上小路子ども神楽保存会 文化 14 万円 

２ 銀河の会障害者支援センター 銀河カレッジ 福祉 19 万円 

３ 玉名観光ガイド・ボランティアの会 文化 20 万円 

４ ＮＰＯ法人 熊本ホームレス自立支援の会 福祉 27 万円 

５ あまくさマリンネットワーク 
福祉・環境・

文化 
15 万円 

６ 生き活き夢くらぶ 福祉 15 万円 

７ ＮＰＯ法人 くらしコンシェルジュ 福祉 15 万円 

８ ＮＥＸＴＥＰ（ネクステップ） 福祉 10 万円 

９ ＮＰＯ法人 熊本クレ･サラ被害をなくす会 福祉 15 万円 

１０ ＮＰＯ法人 ななうらステーション 環境 10 万円 

１１ 南風ん風レディース 福祉 20 万円 

１２ 子守唄の里五木を育む 清流川辺川を守る県民の会 環境 10 万円 

１３ 特定非営利活動法人 本はよかバイ 文化 10 万円 

１４ 消費者教育ＮＰＯ法人 お金の学校くまもと 福祉・文化 10 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 久住高原みちくさ案内人倶楽部 環境 30 万円 

２ 特定非営利活動法人 蒲江の海 福祉・環境 28 万円 

３ 植野子ども神楽保存会 文化 30 万円 

４ 
特定非営利活動法人 ウォーターセーフティーマネージメ

ント協会 
環境 30 万円 

５ 特定非営利活動法人 グリーンコミュニティ・サン 福祉・文化 21 万円 

６ 特定非営利活動法人 水辺に遊ぶ会  環境・文化 20 万円 

７ 国東市立伊美小学校 エコキッズいみ～る！ 環境 30 万円 

８ 特定非営利活動法人 ゆふのＡ１ 福祉 21 万円 

 

【宮崎地区】          

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ ＮＰＯ法人 育成会さくらの里 福祉 11 万円 

２ 宮崎天使ママの会 福祉 30 万円 

３ ＮＰＯ法人 子ども虐待防止みやざきの会 福祉 29 万円 

４ ＮＰＯ法人 国際ビフレンダーズ宮崎自殺防止センター 福祉 30 万円 

５ ＮＰＯ法人 宮崎福祉のまちづくり協議会 福祉 30 万円 

６ 
ＮＰＯ法人 精神障がい者自立支援ネットワーク・宮崎も

やいの会 
福祉 20 万円 

７ ＮＰＯ法人 ＳＵＮクラブひまわり 福祉 30 万円 

８ ＮＰＯ法人 サーファーズネットワーク 環境・文化 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・文化・

環境 
30 万円 

２ 
特定非営利活動法人 教育環境サポートセンターナチュラ

ルはーと 
環境 30 万円 

３ 
特定非営利活動法人 精神障害者自立支援センターつくし

の会 
福祉 30 万円 

４ サイエンス・エコクラブ 環境 20 万円 

５ 特定非営利活動法人 Ｍａｒｉａ 福祉 20 万円 

６ 特定非営利活動法人 ハート＆スマイル 福祉 20 万円 



７ 
特定非営利活動法人ＮＰＯかごしまバスケットボール塾

ＳＴＡＲＳ 
文化 20 万円 

８ 特定非営利活動法人 ＮＰＯアクアアカデミーＮｂ 福祉 20 万円 

９ 地域文庫 木いちご文庫 文化 10 万円 

１０ いいお産の日ｉｎかごしま実行委員会 福祉 10 万円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


