
第 7回九州ろうきん「ＮＰＯ助成」助成団体一覧 

 

第 7 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 70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 特定非営利活動法人 まちネット人ネット九州 文化 30 万円 

２ ＮＰＯ法人 飯塚市青少年健全育成会連絡協議会 福祉 30 万円 

３ 特定非営利活動法人 北九州ホームレス支援機構 福祉 29 万円 

４ ＮＰＯ法人 福岡ジェンダー研究所 福祉 30 万円 

５ 認知症・草の根ネットワーク 福祉 30 万円 

６ 浜町倶楽部（はまちょうくらぶ） 文化 30 万円 

７ 特定非営利活動法人 九州和太鼓振興会 文化 30 万円 

８ 特定非営利活動法人 にじいろＣＡＰ 福祉 29 万円 

９ ＮＰＯ法人 花の花 福祉 7 万円 

１０ 特定非営利活動法人 たんぽぽとりで 環境 30 万円 

１１ 音訳ボランティアグループメルクル 福祉 25 万円 

 

【佐賀地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ ＮＰＯ法人 ＮＰＯわかば 福祉 30 万円 

２ 精神医療利用団体「ほっとＣａｆｅ」 福祉 30 万円 

３ フレッシュゆりの会 福祉・文化 12 万円 

４ シングルパパ＆ママ交流ひろば シングリンク（Singlink） 福祉 30 万円 

５ ＮＰＯ法人 子どもの本屋ピピン 文化 25 万円 

６ 天山の自然を守る会 環境 30 万円 

７ 小城菜の花の会 環境 18 万円 

８ ＮＰＯ法人 ちゅうりっぷのうた 福祉・環境 20 万円 

９ 大地のがっこう「未来塾」からつ 環境 15 万円 

 

 



 

【長崎地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ 特定非営利活動法人 ロバの会 福祉 23 万円 

２ 島原要約筆記会 すまいる 福祉 30 万円 

３ 長崎肝友会（B 型・Ｃ型肝炎患者団体） 福祉 30 万円 

４ 脊髄小脳変性症患者・家族会 アジサイ会 福祉  7 万円 

５ 佐世保地区 精神障がい者家族会 ゆみはり会 福祉 30 万円 

６ ドリームカムホーム 福祉 30 万円 

７ 特定非営利活動法人 普賢岳と共生する会 環境 10 万円 

８ みのり会 地域ふれあいボランティアの会 福祉・環境 25 万円 

９ ｢社史で読む長崎原爆」編集委員会 文化 25 万円 

 

【熊本地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ 壺川校区まちづくり委員会 
福祉・環境・

文化 
15 万円 

２ 宇土地域福祉塾「ゆ～と」 
福祉・環境・

文化 
20 万円 

３ 熊本さわやかボランティアｰズ 
福祉・環境・

文化 
10 万円 

４ ＮＰＯ法人 ル・シエルくまもと 福祉・環境 30 万円 

５ 特定非営利活動法人 ボランティア仲間九州ラーメン党 福祉 20 万円 

６ 要約筆記サークル ひまわり 福祉 15 万円 

７ 妊娠・出産・子育てネットワーク『うみ・つき』 福祉 15 万円 

８ おおづ子どもサポネット 福祉 20 万円 

９ 食・農・ｅｃｏ くらし・マイレージａｌｌｉａｎｃｅ 環境・文化 15 万円 

１０ 特定非営利活動法人 九州バイオマスフォーラム 環境 20 万円 

１１ 「国民が支える森林づくり」木になる紙実行委員会 環境 15 万円 

１２ 特定非営利活動法人 天草元気工房 環境 15 万円 

 

 



【大分地区】            

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ 読み聞かせグループ ゆめくらぶ 文化 30 万円 

２ 特定非営利活動法人 ケアサポートみすず 福祉 20 万円 

３ 特定非営利活動法人 おおいた地球環境デザイン 環境 20 万円 

４ 点訳ボランティア てん・てん・てんの会 福祉 10 万円 

５ 特定非営利活動法人 希少生物研究会 環境 28 万円 

６ くにさきに生きるＢｅ．ｅ 福祉 28 万円 

７ 宇佐市 故里の自然を守る会 環境 24 万円 

８ 特定非営利活動法人 さいき未来 21 福祉 30 万円 

９ いきいき会 福祉 20 万円 

 

【宮崎地区】          

No. 助成団体名 活動分野 助成金額 

１ 宮崎アトピッ子サークルパンプキン 福祉  8 万円 

２ 子どもと家族・関係者の集まり ポン太クラブ 福祉 20 万円 

３ みやざき非行と向き合う親たちの会（にじのわ） 福祉 30 万円 

４ 特定非営利活動法人 すまいる 環境 30 万円 

５ 希望の家を支える会 福祉 30 万円 

６ 宮崎県楠の会 福祉 30 万円 

７ ふれあいスポット かがやき 福祉 27 万円 

８ 
特定非営利活動法人 自立生活支援宮崎「ほほえみ」の

会 
福祉 16 万円 

９ 延岡映画友の会 福祉・文化 19 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 ユーアイ自立支援の会 福祉 25 万円 

２ 特定非営利活動法人 かごしま体験館 福祉 25 万円 

３ すみよい町づくり南友会 福祉・環境 20 万円 

４ ＮＰＯ法人 霧島食育研究会 環境・文化 20 万円 



５ 特定非営利活動法人 鹿児島有機農業協会 環境 20 万円 

６ ＮＰＯ法人 環境ネットワーク奄美 環境 20 万円 

７ 特定非営利活動法人 心音 福祉・文化 20 万円 

８ 学童保育母間クラブ ペンギン村 福祉 15 万円 

９ 特定非営利活動法人 ジュントス 福祉・文化 15 万円 

１０ 徳之島子ども劇場 文化 15 万円 

１１ 特定非営利活動法人 Ryouiku Circle はなはな 福祉 15 万円 

  


