
NPO法人 アースウォーカーズ

NPO法人 学校支援のべおかはげまし隊

メッセージ

設立時期：2006年5月
代表者：小玉　直也
事務局責任者：辻盛　秀美
電話：0985-85-6555
FAX：0985-85-5545

会員数：約350名
年間予算：1310万円
ボランティア：有
ニュースレター：年1回発行

ホームページ https://earthwalkers.jp/
メールアドレス　info＠earthwalkers.jp

〒889-1602　宮崎県宮崎市清武町今泉丙2178

東日本大震災の被災地支援および、その後の熊本地震や西日本豪雨水
害などへの支援。
特に東京電力福島第一原子力発電所の事故後に外遊びを制限している
福島の子どもたちの保養として、未就学児を宮崎に招待する「福島の子
どもたち宮崎に来んねキャンプ」や毎月山形県米沢市に日帰りでリフレ
ッシュプロジェクトを企画。また中高生をドイツやオーストラリアに派遣
し自らの震災体験を英語でスピーチしたり、再生可能エネルギーを学ぶ
企画など、年間200人を超える子どもたちの支援を継続中。

あたたかいご支援本当にありがとうございます。
2011年に福島の子どもたちの支援をスタート
し、九州労金さんを通じて多くのご支援をいただ
きました。みなさんのご支援で多くの子どもたち
の笑顔が広がる活動ができました。
福島の支援を継続したり、各地で起きる被災地
の支援に駆けつけたりする上で、みなさんの
支援が大きな力となります。
災害から月日が流れるとともに、寄付や支援が
少しずつ減少する中、ひきつづき１人でも多くの
方々のご支援をお願いしたいと思います。よろし
くお願いします。事

業
内
容

メッセージ

設立時期：2012年8月
代表者：佐藤　邦典
事務局責任者：池澤　秀明
電話：0982-29-3786
FAX：0982-29-3739

会員数：38名
年間予算：831万円
ボランティア：有
ニュースレター：年10回発行

ホームページ －
メールアドレス nobeoka-hagemashitai＠blue.plala.or.jp

〒882-0813　宮崎県延岡市東本小路131-5

●延岡市内12の小中学校の授業に150名のボランティアが分散して入り、児童、生徒、教師のサポートを行う。
●主に中学1年生の数学の授業支援が中心であるが、学校のニーズによって対象学年や教科に拡がりを見せており、対象学年は
小学4年～6年、中学1年～3年となっている。教科については算数、数学、英語、理科において活動実績がある。
●中学3年を対象に高校受験対策として模擬面接指導の際にボランティアが面接試験官役として支援に入っている学校もある。

いつも私どもの活動に対して、ご理解とご支援
をいただき誠にありがとうございます。頂戴
いたしました浄財は主にボランティアさん方の
保険料や交通費として遣わせていただいており
ます。今後ともよろしくお願い致します。

事
業
内
容

〒810-8509　福岡県福岡市中央区大手門3-3-3（5F）
☎092-714-7017

九州労働金庫 事業部 福祉金融推進課

検索九州ろうきん
https://kyusyu-rokin.com/

「NPO自動寄付システム」は福祉・環境・文化などさまざま

な分野でボランティア活動を展開しているNPOと市民・勤労

者とをつなぐ新しい社会貢献のカタチです。本誌に紹介する

「紹介NPO」の中から、あなたが応援したいNPOをお選びく

ださい。お選びいただいたNPOへ毎月100円からの口座振替

により寄付を行います。気軽に始められる寄付を通した新し

いボランティア活動に、ぜひ、ご参加ください。

NPOサポーターズのご案内

宮崎版NPO法人 延岡市ボランティア協会 メッセージ

ホームページ －
メールアドレス　hobe-vo@ma.wainet.ne.jp

〒882-0813　宮崎県 延岡市東本小路131番地5

●登録団体の中間支援組織として発足●所属団体との連携、相互の理解を深めるための行事の企画・運営、開催・ボランティア活動・
市民活動を積極的に推進し、地域福祉に寄与する。●福祉体験学習・福祉講和依頼時の指導員派遣●主な行事としてボランティア清
掃、ハートキャンプ、福祉まつり、もちつき大会、ミニバザー、ボランティア体験ツアーなど

年間を通して障がい者、高齢者ともに楽しめるイ
ベントを企画しています。社会活動やボランティ
アに興味がある方、自分の技能、技術を活かした
い方、人と接するのが好きな方などボランティア
を随時募っています。

事
業
内
容

設立時期：1979年4月
代表者：木原　万里子
事務局責任者：甲斐　千恵子
電話：0982-35-2949
FAX：0982-35-2949

会員数：約3000名
年間予算：350万円
ボランティア：有
ニュースレター：年間6～8回発行

特定非営利活動法人 どんぐり1000年の森をつくる会 メッセージ

ホームページ http://www.donguri1000nen.jp
メールアドレス　info@donguri1000nen.jp

〒889-1801　宮崎県都城市山之口町富吉2985番地26

どんぐり1000年の森をつくる会は、宮崎県を流れる１級河川大淀川の水質浄化、都城圏域の豊かな風土をつくるために、この地域の
自然植生である「どんぐり」（広葉樹の総称）を拾い、それを育てて山に植える活動を平成８年より続けている団体です。山に植える木に
は、１株500円で協力していただく「どんぐり株主」がいます。株主の協力で、毎年約8,000本の広葉樹の植樹を行っております。
また、平成22年度に市街地に近い場所に「どんぐり村～こども自然塾」（３ha）を整備しています。子どもたちが身近に森遊びができる
空間として、森の図書館や木の遊具、ツリーハウス等を整備し、一般に無料で開放しています。

当会は、未来を生きる子どもたちに良い環境を
引き継ぐために、植樹を中心とした環境保全活
動をしています。この活動は、1000年という長
い年月での風土づくりを目指しており、ずっと後
世に引き継いでいくことを目標としています。
「どんぐり株主」への還元は、木を植えることで
発生する、きれいな空気と水、そして、未来の子
どもたちの笑顔です。身近に気軽に始められる
環境保全に、ぜひ、ご協力ください。

事
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設立時期：2008年4月
代表者：平原　洋和
事務局責任者：德永　貢
電話：0986-57-5228
FAX：0986-57-5228

会員数：127名
年間予算：700万円
ボランティア：有
ニュースレター：年1回発行

特定非営利活動法人 宮崎もやいの会 メッセージ

設立時期：2006年4月
代表者：小林　順一
事務局責任者：小林　順一
電話：0985-71-0036
FAX：0985-71-0036 

会員数：10名
年間予算：682万円
ボランティア：有
ニュースレター：年3回発行

ホームページ http://www.ｍ-ｍoyai.com
メールアドレス m-moyai＠kag.bbiq.jp

〒880-0867　宮崎県宮崎市瀬頭２丁目8-12           

地域活動支援センター「かふぇらて」を週6日開所しているのでプログラムとして
講座を通していろいろな内容を実施している。

精神障がい者の自立と社会参加を支援するととも
に、障がいを持つ人々に対する地域社会の理解と
協力を得ること、また、障がい者と健常者が共に支
え合って働き生きていく社会を目指すことを目的
に設立された団体です。同じ仲間同士で理解と共
感を踏まえてピアサポートし、当事者に一番適し
た支援を可能にします。また、ピアサポートを推進
するためのサポーター養成に重点を置いた活動を
続けていきたいと思います。今後ともよろしくお願い
いたします。

事
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お客さまが応援するNPO法人へ、お客さまの普通預金口座から

指定日（20日もしくは25日）に自動振替で寄付する制度です。

1回の寄付額は100円以上（100円単位）で、寄付先は市民へ

の情報公開性や事業の社会性、会計の安定性等を基準にろうき

んが選定した「紹介NPO」の中からご選択いただきます。



特定非営利活動法人アジア砒素ネットワーク メッセージ

設立時期：1994年4月
代表者：横田　漠
事務局責任者：西村　佳代
電話：0985-20-2201
FAX：0985-20-2286

会員数：185名
年間予算：5,485万円
ボランティア：有
ニュースレター：年3回発行

ホームページ　http://www.asia-arsenic.jp/
メールアドレス　webmaster＠asia-arsenic.net

〒880-0014　宮崎県宮崎市鶴島2-9-6みやざきＮＰＯハウス208号

宮崎県高千穂町の旧土呂久鉱山周辺に多発した慢性砒素中毒症の患者を
支援したメンバーがその経験をアジアの砒素汚染克服に活かすために設立し
たNPO法人です。私達は「安全な水を飲みたい、健康な暮らしを送りたい」とい
うアジアの人々の願いをかなえることを目標にし、バングラディッシュを中心
に活動しています。安全水の持続的供給のための技術的移転事業、非感染
性疾患（予防、病院内相談室の設置・強化）地下水灌漑に依存しない持続的農
業の推進、母子及び妊産婦の栄養と健康改善に関する事業

持病を持つ人が新型コロナウイルスに感染する
と重症化や死亡のリスクが高いことは日本でも
報告されています。私たちは高血圧、糖尿病、
慢性呼吸器疾患、慢性砒素中毒症などの疾患を
持つすべての人が医療サービスを受けられる社
会を目指し、バングラデシュ政府の保健・医療
機関を支援する活動をしています。私たちの支
援地域でも同様にサービスの一部の中断を余
儀なくされましたが、現在は様々な工夫をしな
がら機能回復に努めています。３密回避や除菌
はもちろん、サービスの提供方法も見直し、以前
より快適な病院を目指しています。ご支援の
ほどよろしくお願いします。

メッセージ

ホームページ http://www.nobeoka-tengaichi.jp
メールアドレス　engaichi＠dolphin.ocn.ne.jp

のべおか天下一市民交流機構

設立時期：2001年4月
代表者：松下　宏
事務局責任者：大崎　光芳
電話：0982-33-0248
FAX：0982-32-6151

会員数：80名
年間予算：2,000万円
ボランティア：有
ニュースレター：月1回発行

〒882-0813　宮崎県延岡市東本小路131番地5 
「のべおか天下一薪能」の開催及び、能楽に関す
る事業を通じて、市民協働によるまちづくりを強
く意識して活動しています。市民でできる事は自
ら実践する事を心がけ、そこに住む市民の為の地
域のあり方を模索しています。これからも、自らの
団体の事業・活動に限らず、地域づくりとなる活
動には積極的に参画・関与しながら、故郷・延岡
に対する愛着と誇りをもてる様な地域社会の構
築に貢献したいと思っています。

認定特定非営利活動法人 ホームホスピス宮崎 メッセージ

設立時期：2000年4月
代表者：市原　美穂
事務局責任者：ー
電話：0985-53-6056
FAX：0985-53-6054

会員数：63名
年間予算：13,756万円
ボランティア：有
ニュースレター：年2回発行

ホームページ　http://www.npo-hhm.jp
メールアドレス　office＠npo-hhm.jp

〒880-0913　宮崎県宮崎市恒久2丁目19-6
ホームホスピス宮崎は、皆さまのご支援をホーム
ホスピスや暮らしの保健室の運営やボランティ
ア活動に利用させていただいて事業の充実を
図っております。
平成27年3月1日付「宮崎シレイ20190-1599」
認定ＮＰＯ法人に認定されました。
認定ＮＰＯ法人となったことで年間3,000以上
寄附をしていただいた方は、優遇税制の適用を
受けることができるようになりました。
ご支援のほど、よろしくお願い致します。

●ホームホスピス「かあさんの家」３軒●ボランティア活動(聞き書きボランティア・患者らいぶらり・園芸ボランティア・看取り寄り
添いナース)●医療、介護保険事業(訪問介護ステーションぱりおん・訪問看護ステーションぱりおん)●地域に開いて(暮らしの保
健室…相談室・えがおキッチン・ゆるりサロン・ふらっとカフェ・セルフお灸教室・大切な人を亡くした方の集い)●ケアとまちづくり
(学びの場…研修会･講演会の実施・ホームホスピス推進研修センター・研修･実習の受入れ・地域づくり・本の発行)

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 メッセージ

設立時期：2000年10月
代表者：石田　達也
事務局責任者：山内　研二
電話：0985-60-3911
FAX：0985-89-4979

会員数：848名
年間予算：21,800万円
ボランティア：有
ニュースレター：年6回発行

ホームページ　http://www.bunkahonpo.or.jp/
メールアドレス　office@bunkahonpo.or.jp

〒880-0014　宮崎県宮崎市鶴島2丁目9番6号

●宮崎キネマ館運営事業●みやざきアートセンター指定管理委託事業
●宮崎市自然休養村センター指定管理委託事業●みやざきＮPO・協働支援
センター指定管理委託事業●宮崎市民活動センター指定委託事業
●道守みやざき会議事務局●みやざき国際ストリート音楽祭事務局　ほか

宮崎文化本舗は文化事業の開催等を通して、
宮崎県民の生活文化・芸術に対する意識の向上
と定着を図ると共に、 県内のボランティア団体の
ネットワークを構築し、明るく豊かで楽しい社会
生活を実現することを目的とする団体です。
宮崎キネマ館やみやざきアートセンターの運営
を通じて、様々な文化事業を県民の皆さまに提
供し、芸術作品に触れてもらうことで豊かに楽し
く過ごしていただけるよう努めてまいります。
また、地域活動や文化活動を行う市民活動団体
の支援や事務局代行等により市民プロデューサー
を育てる団体です。私どもの趣旨にご賛同の上、
ご理解ご協力を賜りますと共に、ご指導、ご鞭撻
のほどを宜しくお願い申し上げます。

特定非営利活動法人 宮崎県ボランティア協会 メッセージ

設立時期：1981年4月
代表者：辻　利則
事務局責任者：永山　由美好
電話：0985-29-2949
FAX：0985-29-2949

会員数：76名
年間予算：260万円
ボランティア：有
ニュースレター：3ヶ月1回発行

ホームページ http://mkv.e-region.info
メールアドレス　miyakenvora＠kind.ocn.ne.jp

〒880-0007　宮崎県

1. ＮＰＯ ボランティアの広報・啓発事業
①ボランティア情報紙『ふれあい』の発行
②ホームページによる広報・啓発

2. 「ふれあい」協働事業
①「ふれあいの旅」の実施
②要援護者支援システム「ぴーすけ」の推進事業

 ③「障害者全国芸術祭」（宮崎県開催）を盛り上げ、障がい理解を広げる
ためのアート交流実践講座事業

④災害への支援活動「私たちにできるふれあい支援活動」
3. ＮＰＯ・企業・行政・大学との協働事業
①ＮＰＯ法人みやざき教育支援協議会との協働事業
②宮崎公立大学ネットワーク研究室との協働事業

4.リサイクル活動の推進事業
5.その他
生活に根ざしたボランティア活動、交流・研修事業、ボランティア・ＮＰＯ
育成支援事業

継続的なご支援をありがとうございます。宮崎県
ボランティア協会は、事務局ボランティアによる
運営を2008年より（設立当初に近い活動）続け
ています。小さな活動はその時代に必要とされる
と、大きく独自に動き出していきます。そして、再
び小さな活動が起こり、また、同じようなことが
起こります。ここ宮崎県ボランティア協会で、それ
を見続けてきました。たぶんそれは、「居場所」と
しての機能が、一人一人に見えない力をつけてい
くのだろうと思います。数年の月日がかかるけれ
ども、小さな活動が必要とされた時に広がりを見
せる源は、この「居場所」にあるのだろうと確信して
います。今年も新型コロナウイルスとともに、
新しい「ふれあい」を目指していきます。よろしく
お願いしたします。

宮崎県の紹介NPO

事
業
内
容

事
業
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容

事
業
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容

特定非営利活動法人  子どもの森 メッセージ

設立時期：2003年7月
代表者：横山　謙一
事務局責任者：横山　純子
電話：0982-63-0009
FAX：－

会員数：19名
年間予算：150万円
ボランティア：有
ニュースレター：年1回発行

(子どもの森通信)

ホームページ http://www.kodomonomori.info
メールアドレス　info20＠kodomonomori.info

〒889-0604　宮崎県東臼杵郡門川町大字川内字イカダ場3412番地1 

子どもたちに良質の森(環境)を残すために、自然環境が悪化している現在
において、自分たちでできる環境を保全することの大切さを理解し、興味を
持ってもらうために環境啓発の活動を実践しています。自然環境の源である
森をつくり守るために広葉樹を植樹して下草刈り等の育林作業や、将来環
境の守り手となる次の世代に対して森林や河川等を活用しての体験型環境
学習を開催して、環境問題に取り組む活動を行っています。
（１）農林漁業などの産業体験や里山等の自然体験交流事業
（２）中山間の荒廃した里山の環境保全再生事業
（３）地域の自然環境などを理解してもらうための啓発活動及び情報収集
（４）市民活動の活性化に関わる企画、コーディネート事業
（５）活動の情報発信・啓発のための事業
（６）その他の目的を達成するために必要な事業

ずっとずっと昔からのご先祖様たちのおかげで、
現在私たちは本当に便利な物に囲まれ、豊かな
暮らしに恵まれています。毎日のように新しい
便利な物が開発され、感心するばかりです。
ただ、その裏側には、便利な人間社会の犠牲と
なった自然が存在しています。地球温暖化、街に
下りてくる動物たち、動植物の絶滅、地球温暖化、
酸性雨、食糧・水不足‥‥。最近の自然環境の
異変は、もう誰でも身近に感じることができます。
私たちの子孫が、これからもずっと永遠にこの
地球で幸せに暮らしていくためには、自然破壊を
くい止め、自然環境を回復させてゆかなければ
なりません。そのために私たちができること‥‥
それは無駄をなくすこと、そして壊された緑をもと
に戻していくことだと思います。緑が増える、それ
だけでいろんな面での好循環が期待できるので
はないでしょうか。緑を増やすシステム、ビジネス、
金銭的な余裕もない今、森林ボランティア活動や、
環境学習の開催はとても重要だと思います。

事
業
内
容

事
業
内
容

事
業
内
容

●「のべおか天下一薪能」の開催(第一回１９９７年・毎年１０月)
旧延岡藩内藤家旧蔵で、天下一の称号を持つ能面作家作の能面を使用して、地元延岡の名所である城山公園に、市民ボランティ

　アの手で能舞台を組み、薪能を行う
●こども能プログラム(年間)
地元延岡の子どもたちを対象にした、謡の稽古や、京都での稽古等のプログラム。又、のべおか天下一薪能の子方としても出演がある。
●内藤家伝来の能面展・西日本能面作家展の開催支援(毎年９～１０月)
●誰にでもわかる「能楽鑑賞講座」の実施(年２、３回)

宮崎21高齢者福祉研究会 メッセージ

設立時期：1991年3月
代表者：濱門　康三郎
事務局責任者：澤田　孝子
電話：0985-25-0817
FAX：0985-25-0818

会員数：25名
年間予算：234万円
ボランティア：有
ニュースレター：－

ホームページ － メールアドレス　－

〒880-0014　宮崎県宮崎市鶴島2丁目9番地6号みやざきＮＰＯハウス204号
「健康と生きがいづくり」をテーマとして、介護予防、
認知症予防等のリーダー（サポーター養成）講座を
積極的に開催してきました。
地域福祉活動がますます重要になる中、高齢者
はもとより子供たちに対しても支援活動に努めて
まいります。

事
業
内
容

●委託事業「木城町介護予防事業」平成16年～現在●地域福祉活動「レクリエーションによる、健康講座の開催」
●リーダー養成事業「ボランティア、レクリエーションサポーター、認知症サポーター」●発達障がい(児・者)支援事業●食育●完全
無農薬野菜づくり、土づくり●相談窓口



特定非営利活動法人アジア砒素ネットワーク メッセージ

設立時期：1994年4月
代表者：横田　漠
事務局責任者：西村　佳代
電話：0985-20-2201
FAX：0985-20-2286

会員数：185名
年間予算：5,485万円
ボランティア：有
ニュースレター：年3回発行

ホームページ　http://www.asia-arsenic.jp/
メールアドレス　webmaster＠asia-arsenic.net

〒880-0014　宮崎県宮崎市鶴島2-9-6みやざきＮＰＯハウス208号

宮崎県高千穂町の旧土呂久鉱山周辺に多発した慢性砒素中毒症の患者を
支援したメンバーがその経験をアジアの砒素汚染克服に活かすために設立し
たNPO法人です。私達は「安全な水を飲みたい、健康な暮らしを送りたい」とい
うアジアの人々の願いをかなえることを目標にし、バングラディッシュを中心
に活動しています。安全水の持続的供給のための技術的移転事業、非感染
性疾患（予防、病院内相談室の設置・強化）地下水灌漑に依存しない持続的農
業の推進、母子及び妊産婦の栄養と健康改善に関する事業

持病を持つ人が新型コロナウイルスに感染する
と重症化や死亡のリスクが高いことは日本でも
報告されています。私たちは高血圧、糖尿病、
慢性呼吸器疾患、慢性砒素中毒症などの疾患を
持つすべての人が医療サービスを受けられる社
会を目指し、バングラデシュ政府の保健・医療
機関を支援する活動をしています。私たちの支
援地域でも同様にサービスの一部の中断を余
儀なくされましたが、現在は様々な工夫をしな
がら機能回復に努めています。３密回避や除菌
はもちろん、サービスの提供方法も見直し、以前
より快適な病院を目指しています。ご支援の
ほどよろしくお願いします。

メッセージ

ホームページ http://www.nobeoka-tengaichi.jp
メールアドレス　engaichi＠dolphin.ocn.ne.jp

のべおか天下一市民交流機構

設立時期：2001年4月
代表者：松下　宏
事務局責任者：大崎　光芳
電話：0982-33-0248
FAX：0982-32-6151

会員数：80名
年間予算：2,000万円
ボランティア：有
ニュースレター：月1回発行

〒882-0813　宮崎県延岡市東本小路131番地5 
「のべおか天下一薪能」の開催及び、能楽に関す
る事業を通じて、市民協働によるまちづくりを強
く意識して活動しています。市民でできる事は自
ら実践する事を心がけ、そこに住む市民の為の地
域のあり方を模索しています。これからも、自らの
団体の事業・活動に限らず、地域づくりとなる活
動には積極的に参画・関与しながら、故郷・延岡
に対する愛着と誇りをもてる様な地域社会の構
築に貢献したいと思っています。

認定特定非営利活動法人 ホームホスピス宮崎 メッセージ

設立時期：2000年4月
代表者：市原　美穂
事務局責任者：ー
電話：0985-53-6056
FAX：0985-53-6054

会員数：63名
年間予算：13,756万円
ボランティア：有
ニュースレター：年2回発行

ホームページ　http://www.npo-hhm.jp
メールアドレス　office＠npo-hhm.jp

〒880-0913　宮崎県宮崎市恒久2丁目19-6
ホームホスピス宮崎は、皆さまのご支援をホーム
ホスピスや暮らしの保健室の運営やボランティ
ア活動に利用させていただいて事業の充実を
図っております。
平成27年3月1日付「宮崎シレイ20190-1599」
認定ＮＰＯ法人に認定されました。
認定ＮＰＯ法人となったことで年間3,000以上
寄附をしていただいた方は、優遇税制の適用を
受けることができるようになりました。
ご支援のほど、よろしくお願い致します。

●ホームホスピス「かあさんの家」３軒●ボランティア活動(聞き書きボランティア・患者らいぶらり・園芸ボランティア・看取り寄り
添いナース)●医療、介護保険事業(訪問介護ステーションぱりおん・訪問看護ステーションぱりおん)●地域に開いて(暮らしの保
健室…相談室・えがおキッチン・ゆるりサロン・ふらっとカフェ・セルフお灸教室・大切な人を亡くした方の集い)●ケアとまちづくり
(学びの場…研修会･講演会の実施・ホームホスピス推進研修センター・研修･実習の受入れ・地域づくり・本の発行)

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 メッセージ

設立時期：2000年10月
代表者：石田　達也
事務局責任者：山内　研二
電話：0985-60-3911
FAX：0985-89-4979

会員数：848名
年間予算：21,800万円
ボランティア：有
ニュースレター：年6回発行

ホームページ　http://www.bunkahonpo.or.jp/
メールアドレス　office@bunkahonpo.or.jp

〒880-0014　宮崎県宮崎市鶴島2丁目9番6号

●宮崎キネマ館運営事業●みやざきアートセンター指定管理委託事業
●宮崎市自然休養村センター指定管理委託事業●みやざきＮPO・協働支援
センター指定管理委託事業●宮崎市民活動センター指定委託事業
●道守みやざき会議事務局●みやざき国際ストリート音楽祭事務局　ほか

宮崎文化本舗は文化事業の開催等を通して、
宮崎県民の生活文化・芸術に対する意識の向上
と定着を図ると共に、 県内のボランティア団体の
ネットワークを構築し、明るく豊かで楽しい社会
生活を実現することを目的とする団体です。
宮崎キネマ館やみやざきアートセンターの運営
を通じて、様々な文化事業を県民の皆さまに提
供し、芸術作品に触れてもらうことで豊かに楽し
く過ごしていただけるよう努めてまいります。
また、地域活動や文化活動を行う市民活動団体
の支援や事務局代行等により市民プロデューサー
を育てる団体です。私どもの趣旨にご賛同の上、
ご理解ご協力を賜りますと共に、ご指導、ご鞭撻
のほどを宜しくお願い申し上げます。

特定非営利活動法人 宮崎県ボランティア協会 メッセージ

設立時期：1981年4月
代表者：辻　利則
事務局責任者：永山　由美好
電話：0985-29-2949
FAX：0985-29-2949

会員数：76名
年間予算：260万円
ボランティア：有
ニュースレター：3ヶ月1回発行

ホームページ http://mkv.e-region.info
メールアドレス　miyakenvora＠kind.ocn.ne.jp

〒880-0007　宮崎県

1. ＮＰＯ ボランティアの広報・啓発事業
①ボランティア情報紙『ふれあい』の発行
②ホームページによる広報・啓発

2. 「ふれあい」協働事業
①「ふれあいの旅」の実施
②要援護者支援システム「ぴーすけ」の推進事業

 ③「障害者全国芸術祭」（宮崎県開催）を盛り上げ、障がい理解を広げる
ためのアート交流実践講座事業

④災害への支援活動「私たちにできるふれあい支援活動」
3. ＮＰＯ・企業・行政・大学との協働事業
①ＮＰＯ法人みやざき教育支援協議会との協働事業
②宮崎公立大学ネットワーク研究室との協働事業

4.リサイクル活動の推進事業
5.その他
生活に根ざしたボランティア活動、交流・研修事業、ボランティア・ＮＰＯ
育成支援事業

継続的なご支援をありがとうございます。宮崎県
ボランティア協会は、事務局ボランティアによる
運営を2008年より（設立当初に近い活動）続け
ています。小さな活動はその時代に必要とされる
と、大きく独自に動き出していきます。そして、再
び小さな活動が起こり、また、同じようなことが
起こります。ここ宮崎県ボランティア協会で、それ
を見続けてきました。たぶんそれは、「居場所」と
しての機能が、一人一人に見えない力をつけてい
くのだろうと思います。数年の月日がかかるけれ
ども、小さな活動が必要とされた時に広がりを見
せる源は、この「居場所」にあるのだろうと確信して
います。今年も新型コロナウイルスとともに、
新しい「ふれあい」を目指していきます。よろしく
お願いしたします。

宮崎県の紹介NPO

事
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業
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業
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特定非営利活動法人  子どもの森 メッセージ

設立時期：2003年7月
代表者：横山　謙一
事務局責任者：横山　純子
電話：0982-63-0009
FAX：－

会員数：19名
年間予算：150万円
ボランティア：有
ニュースレター：年1回発行

(子どもの森通信)

ホームページ http://www.kodomonomori.info
メールアドレス　info20＠kodomonomori.info

〒889-0604　宮崎県東臼杵郡門川町大字川内字イカダ場3412番地1 

子どもたちに良質の森(環境)を残すために、自然環境が悪化している現在
において、自分たちでできる環境を保全することの大切さを理解し、興味を
持ってもらうために環境啓発の活動を実践しています。自然環境の源である
森をつくり守るために広葉樹を植樹して下草刈り等の育林作業や、将来環
境の守り手となる次の世代に対して森林や河川等を活用しての体験型環境
学習を開催して、環境問題に取り組む活動を行っています。
（１）農林漁業などの産業体験や里山等の自然体験交流事業
（２）中山間の荒廃した里山の環境保全再生事業
（３）地域の自然環境などを理解してもらうための啓発活動及び情報収集
（４）市民活動の活性化に関わる企画、コーディネート事業
（５）活動の情報発信・啓発のための事業
（６）その他の目的を達成するために必要な事業

ずっとずっと昔からのご先祖様たちのおかげで、
現在私たちは本当に便利な物に囲まれ、豊かな
暮らしに恵まれています。毎日のように新しい
便利な物が開発され、感心するばかりです。
ただ、その裏側には、便利な人間社会の犠牲と
なった自然が存在しています。地球温暖化、街に
下りてくる動物たち、動植物の絶滅、地球温暖化、
酸性雨、食糧・水不足‥‥。最近の自然環境の
異変は、もう誰でも身近に感じることができます。
私たちの子孫が、これからもずっと永遠にこの
地球で幸せに暮らしていくためには、自然破壊を
くい止め、自然環境を回復させてゆかなければ
なりません。そのために私たちができること‥‥
それは無駄をなくすこと、そして壊された緑をもと
に戻していくことだと思います。緑が増える、それ
だけでいろんな面での好循環が期待できるので
はないでしょうか。緑を増やすシステム、ビジネス、
金銭的な余裕もない今、森林ボランティア活動や、
環境学習の開催はとても重要だと思います。
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事
業
内
容

●「のべおか天下一薪能」の開催(第一回１９９７年・毎年１０月)
旧延岡藩内藤家旧蔵で、天下一の称号を持つ能面作家作の能面を使用して、地元延岡の名所である城山公園に、市民ボランティ

　アの手で能舞台を組み、薪能を行う
●こども能プログラム(年間)
地元延岡の子どもたちを対象にした、謡の稽古や、京都での稽古等のプログラム。又、のべおか天下一薪能の子方としても出演がある。
●内藤家伝来の能面展・西日本能面作家展の開催支援(毎年９～１０月)
●誰にでもわかる「能楽鑑賞講座」の実施(年２、３回)

宮崎21高齢者福祉研究会 メッセージ

設立時期：1991年3月
代表者：濱門　康三郎
事務局責任者：澤田　孝子
電話：0985-25-0817
FAX：0985-25-0818

会員数：25名
年間予算：234万円
ボランティア：有
ニュースレター：－

ホームページ － メールアドレス　－

〒880-0014　宮崎県宮崎市鶴島2丁目9番地6号みやざきＮＰＯハウス204号
「健康と生きがいづくり」をテーマとして、介護予防、
認知症予防等のリーダー（サポーター養成）講座を
積極的に開催してきました。
地域福祉活動がますます重要になる中、高齢者
はもとより子供たちに対しても支援活動に努めて
まいります。

事
業
内
容

●委託事業「木城町介護予防事業」平成16年～現在●地域福祉活動「レクリエーションによる、健康講座の開催」
●リーダー養成事業「ボランティア、レクリエーションサポーター、認知症サポーター」●発達障がい(児・者)支援事業●食育●完全
無農薬野菜づくり、土づくり●相談窓口



特定非営利活動法人アジア砒素ネットワーク メッセージ

設立時期：1994年4月
代表者：横田　漠
事務局責任者：西村　佳代
電話：0985-20-2201
FAX：0985-20-2286

会員数：185名
年間予算：5,485万円
ボランティア：有
ニュースレター：年3回発行

ホームページ　http://www.asia-arsenic.jp/
メールアドレス　webmaster＠asia-arsenic.net

〒880-0014　宮崎県宮崎市鶴島2-9-6みやざきＮＰＯハウス208号

宮崎県高千穂町の旧土呂久鉱山周辺に多発した慢性砒素中毒症の患者を
支援したメンバーがその経験をアジアの砒素汚染克服に活かすために設立し
たNPO法人です。私達は「安全な水を飲みたい、健康な暮らしを送りたい」とい
うアジアの人々の願いをかなえることを目標にし、バングラディッシュを中心
に活動しています。安全水の持続的供給のための技術的移転事業、非感染
性疾患（予防、病院内相談室の設置・強化）地下水灌漑に依存しない持続的農
業の推進、母子及び妊産婦の栄養と健康改善に関する事業

持病を持つ人が新型コロナウイルスに感染する
と重症化や死亡のリスクが高いことは日本でも
報告されています。私たちは高血圧、糖尿病、
慢性呼吸器疾患、慢性砒素中毒症などの疾患を
持つすべての人が医療サービスを受けられる社
会を目指し、バングラデシュ政府の保健・医療
機関を支援する活動をしています。私たちの支
援地域でも同様にサービスの一部の中断を余
儀なくされましたが、現在は様々な工夫をしな
がら機能回復に努めています。３密回避や除菌
はもちろん、サービスの提供方法も見直し、以前
より快適な病院を目指しています。ご支援の
ほどよろしくお願いします。

メッセージ

ホームページ http://www.nobeoka-tengaichi.jp
メールアドレス　engaichi＠dolphin.ocn.ne.jp

のべおか天下一市民交流機構

設立時期：2001年4月
代表者：松下　宏
事務局責任者：大崎　光芳
電話：0982-33-0248
FAX：0982-32-6151

会員数：80名
年間予算：2,000万円
ボランティア：有
ニュースレター：月1回発行

〒882-0813　宮崎県延岡市東本小路131番地5 
「のべおか天下一薪能」の開催及び、能楽に関す
る事業を通じて、市民協働によるまちづくりを強
く意識して活動しています。市民でできる事は自
ら実践する事を心がけ、そこに住む市民の為の地
域のあり方を模索しています。これからも、自らの
団体の事業・活動に限らず、地域づくりとなる活
動には積極的に参画・関与しながら、故郷・延岡
に対する愛着と誇りをもてる様な地域社会の構
築に貢献したいと思っています。

認定特定非営利活動法人 ホームホスピス宮崎 メッセージ

設立時期：2000年4月
代表者：市原　美穂
事務局責任者：ー
電話：0985-53-6056
FAX：0985-53-6054

会員数：63名
年間予算：13,756万円
ボランティア：有
ニュースレター：年2回発行

ホームページ　http://www.npo-hhm.jp
メールアドレス　office＠npo-hhm.jp

〒880-0913　宮崎県宮崎市恒久2丁目19-6
ホームホスピス宮崎は、皆さまのご支援をホーム
ホスピスや暮らしの保健室の運営やボランティ
ア活動に利用させていただいて事業の充実を
図っております。
平成27年3月1日付「宮崎シレイ20190-1599」
認定ＮＰＯ法人に認定されました。
認定ＮＰＯ法人となったことで年間3,000以上
寄附をしていただいた方は、優遇税制の適用を
受けることができるようになりました。
ご支援のほど、よろしくお願い致します。

●ホームホスピス「かあさんの家」３軒●ボランティア活動(聞き書きボランティア・患者らいぶらり・園芸ボランティア・看取り寄り
添いナース)●医療、介護保険事業(訪問介護ステーションぱりおん・訪問看護ステーションぱりおん)●地域に開いて(暮らしの保
健室…相談室・えがおキッチン・ゆるりサロン・ふらっとカフェ・セルフお灸教室・大切な人を亡くした方の集い)●ケアとまちづくり
(学びの場…研修会･講演会の実施・ホームホスピス推進研修センター・研修･実習の受入れ・地域づくり・本の発行)

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 メッセージ

設立時期：2000年10月
代表者：石田　達也
事務局責任者：山内　研二
電話：0985-60-3911
FAX：0985-89-4979

会員数：848名
年間予算：21,800万円
ボランティア：有
ニュースレター：年6回発行

ホームページ　http://www.bunkahonpo.or.jp/
メールアドレス　office@bunkahonpo.or.jp

〒880-0014　宮崎県宮崎市鶴島2丁目9番6号

●宮崎キネマ館運営事業●みやざきアートセンター指定管理委託事業
●宮崎市自然休養村センター指定管理委託事業●みやざきＮPO・協働支援
センター指定管理委託事業●宮崎市民活動センター指定委託事業
●道守みやざき会議事務局●みやざき国際ストリート音楽祭事務局　ほか

宮崎文化本舗は文化事業の開催等を通して、
宮崎県民の生活文化・芸術に対する意識の向上
と定着を図ると共に、 県内のボランティア団体の
ネットワークを構築し、明るく豊かで楽しい社会
生活を実現することを目的とする団体です。
宮崎キネマ館やみやざきアートセンターの運営
を通じて、様々な文化事業を県民の皆さまに提
供し、芸術作品に触れてもらうことで豊かに楽し
く過ごしていただけるよう努めてまいります。
また、地域活動や文化活動を行う市民活動団体
の支援や事務局代行等により市民プロデューサー
を育てる団体です。私どもの趣旨にご賛同の上、
ご理解ご協力を賜りますと共に、ご指導、ご鞭撻
のほどを宜しくお願い申し上げます。

特定非営利活動法人 宮崎県ボランティア協会 メッセージ

設立時期：1981年4月
代表者：辻　利則
事務局責任者：永山　由美好
電話：0985-29-2949
FAX：0985-29-2949

会員数：76名
年間予算：260万円
ボランティア：有
ニュースレター：3ヶ月1回発行

ホームページ http://mkv.e-region.info
メールアドレス　miyakenvora＠kind.ocn.ne.jp

〒880-0007　宮崎県

1. ＮＰＯ ボランティアの広報・啓発事業
①ボランティア情報紙『ふれあい』の発行
②ホームページによる広報・啓発

2. 「ふれあい」協働事業
①「ふれあいの旅」の実施
②要援護者支援システム「ぴーすけ」の推進事業

 ③「障害者全国芸術祭」（宮崎県開催）を盛り上げ、障がい理解を広げる
ためのアート交流実践講座事業

④災害への支援活動「私たちにできるふれあい支援活動」
3. ＮＰＯ・企業・行政・大学との協働事業
①ＮＰＯ法人みやざき教育支援協議会との協働事業
②宮崎公立大学ネットワーク研究室との協働事業

4.リサイクル活動の推進事業
5.その他
生活に根ざしたボランティア活動、交流・研修事業、ボランティア・ＮＰＯ
育成支援事業

継続的なご支援をありがとうございます。宮崎県
ボランティア協会は、事務局ボランティアによる
運営を2008年より（設立当初に近い活動）続け
ています。小さな活動はその時代に必要とされる
と、大きく独自に動き出していきます。そして、再
び小さな活動が起こり、また、同じようなことが
起こります。ここ宮崎県ボランティア協会で、それ
を見続けてきました。たぶんそれは、「居場所」と
しての機能が、一人一人に見えない力をつけてい
くのだろうと思います。数年の月日がかかるけれ
ども、小さな活動が必要とされた時に広がりを見
せる源は、この「居場所」にあるのだろうと確信して
います。今年も新型コロナウイルスとともに、
新しい「ふれあい」を目指していきます。よろしく
お願いしたします。

宮崎県の紹介NPO

事
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事
業
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事
業
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特定非営利活動法人  子どもの森 メッセージ

設立時期：2003年7月
代表者：横山　謙一
事務局責任者：横山　純子
電話：0982-63-0009
FAX：－

会員数：19名
年間予算：150万円
ボランティア：有
ニュースレター：年1回発行

(子どもの森通信)

ホームページ http://www.kodomonomori.info
メールアドレス　info20＠kodomonomori.info

〒889-0604　宮崎県東臼杵郡門川町大字川内字イカダ場3412番地1 

子どもたちに良質の森(環境)を残すために、自然環境が悪化している現在
において、自分たちでできる環境を保全することの大切さを理解し、興味を
持ってもらうために環境啓発の活動を実践しています。自然環境の源である
森をつくり守るために広葉樹を植樹して下草刈り等の育林作業や、将来環
境の守り手となる次の世代に対して森林や河川等を活用しての体験型環境
学習を開催して、環境問題に取り組む活動を行っています。
（１）農林漁業などの産業体験や里山等の自然体験交流事業
（２）中山間の荒廃した里山の環境保全再生事業
（３）地域の自然環境などを理解してもらうための啓発活動及び情報収集
（４）市民活動の活性化に関わる企画、コーディネート事業
（５）活動の情報発信・啓発のための事業
（６）その他の目的を達成するために必要な事業

ずっとずっと昔からのご先祖様たちのおかげで、
現在私たちは本当に便利な物に囲まれ、豊かな
暮らしに恵まれています。毎日のように新しい
便利な物が開発され、感心するばかりです。
ただ、その裏側には、便利な人間社会の犠牲と
なった自然が存在しています。地球温暖化、街に
下りてくる動物たち、動植物の絶滅、地球温暖化、
酸性雨、食糧・水不足‥‥。最近の自然環境の
異変は、もう誰でも身近に感じることができます。
私たちの子孫が、これからもずっと永遠にこの
地球で幸せに暮らしていくためには、自然破壊を
くい止め、自然環境を回復させてゆかなければ
なりません。そのために私たちができること‥‥
それは無駄をなくすこと、そして壊された緑をもと
に戻していくことだと思います。緑が増える、それ
だけでいろんな面での好循環が期待できるので
はないでしょうか。緑を増やすシステム、ビジネス、
金銭的な余裕もない今、森林ボランティア活動や、
環境学習の開催はとても重要だと思います。

事
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●「のべおか天下一薪能」の開催(第一回１９９７年・毎年１０月)
旧延岡藩内藤家旧蔵で、天下一の称号を持つ能面作家作の能面を使用して、地元延岡の名所である城山公園に、市民ボランティ

　アの手で能舞台を組み、薪能を行う
●こども能プログラム(年間)
地元延岡の子どもたちを対象にした、謡の稽古や、京都での稽古等のプログラム。又、のべおか天下一薪能の子方としても出演がある。
●内藤家伝来の能面展・西日本能面作家展の開催支援(毎年９～１０月)
●誰にでもわかる「能楽鑑賞講座」の実施(年２、３回)

宮崎21高齢者福祉研究会 メッセージ

設立時期：1991年3月
代表者：濱門　康三郎
事務局責任者：澤田　孝子
電話：0985-25-0817
FAX：0985-25-0818

会員数：25名
年間予算：234万円
ボランティア：有
ニュースレター：－

ホームページ － メールアドレス　－

〒880-0014　宮崎県宮崎市鶴島2丁目9番地6号みやざきＮＰＯハウス204号
「健康と生きがいづくり」をテーマとして、介護予防、
認知症予防等のリーダー（サポーター養成）講座を
積極的に開催してきました。
地域福祉活動がますます重要になる中、高齢者
はもとより子供たちに対しても支援活動に努めて
まいります。

事
業
内
容

●委託事業「木城町介護予防事業」平成16年～現在●地域福祉活動「レクリエーションによる、健康講座の開催」
●リーダー養成事業「ボランティア、レクリエーションサポーター、認知症サポーター」●発達障がい(児・者)支援事業●食育●完全
無農薬野菜づくり、土づくり●相談窓口



NPO法人 アースウォーカーズ

NPO法人 学校支援のべおかはげまし隊

メッセージ

設立時期：2006年5月
代表者：小玉　直也
事務局責任者：辻盛　秀美
電話：0985-85-6555
FAX：0985-85-5545

会員数：約350名
年間予算：1310万円
ボランティア：有
ニュースレター：年1回発行

ホームページ https://earthwalkers.jp/
メールアドレス　info＠earthwalkers.jp

〒889-1602　宮崎県宮崎市清武町今泉丙2178

東日本大震災の被災地支援および、その後の熊本地震や西日本豪雨水
害などへの支援。
特に東京電力福島第一原子力発電所の事故後に外遊びを制限している
福島の子どもたちの保養として、未就学児を宮崎に招待する「福島の子
どもたち宮崎に来んねキャンプ」や毎月山形県米沢市に日帰りでリフレ
ッシュプロジェクトを企画。また中高生をドイツやオーストラリアに派遣
し自らの震災体験を英語でスピーチしたり、再生可能エネルギーを学ぶ
企画など、年間200人を超える子どもたちの支援を継続中。

あたたかいご支援本当にありがとうございます。
2011年に福島の子どもたちの支援をスタート
し、九州労金さんを通じて多くのご支援をいただ
きました。みなさんのご支援で多くの子どもたち
の笑顔が広がる活動ができました。
福島の支援を継続したり、各地で起きる被災地
の支援に駆けつけたりする上で、みなさんの
支援が大きな力となります。
災害から月日が流れるとともに、寄付や支援が
少しずつ減少する中、ひきつづき１人でも多くの
方々のご支援をお願いしたいと思います。よろし
くお願いします。事

業
内
容

メッセージ

設立時期：2012年8月
代表者：佐藤　邦典
事務局責任者：池澤　秀明
電話：0982-29-3786
FAX：0982-29-3739

会員数：38名
年間予算：831万円
ボランティア：有
ニュースレター：年10回発行

ホームページ －
メールアドレス nobeoka-hagemashitai＠blue.plala.or.jp

〒882-0813　宮崎県延岡市東本小路131-5

●延岡市内12の小中学校の授業に150名のボランティアが分散して入り、児童、生徒、教師のサポートを行う。
●主に中学1年生の数学の授業支援が中心であるが、学校のニーズによって対象学年や教科に拡がりを見せており、対象学年は
小学4年～6年、中学1年～3年となっている。教科については算数、数学、英語、理科において活動実績がある。
●中学3年を対象に高校受験対策として模擬面接指導の際にボランティアが面接試験官役として支援に入っている学校もある。

いつも私どもの活動に対して、ご理解とご支援
をいただき誠にありがとうございます。頂戴
いたしました浄財は主にボランティアさん方の
保険料や交通費として遣わせていただいており
ます。今後ともよろしくお願い致します。

事
業
内
容

〒810-8509　福岡県福岡市中央区大手門3-3-3（5F）
☎092-714-7017

九州労働金庫 事業部 福祉金融推進課

検索九州ろうきん
https://kyusyu-rokin.com/

「NPO自動寄付システム」は福祉・環境・文化などさまざま

な分野でボランティア活動を展開しているNPOと市民・勤労

者とをつなぐ新しい社会貢献のカタチです。本誌に紹介する

「紹介NPO」の中から、あなたが応援したいNPOをお選びく

ださい。お選びいただいたNPOへ毎月100円からの口座振替

により寄付を行います。気軽に始められる寄付を通した新し

いボランティア活動に、ぜひ、ご参加ください。

NPOサポーターズのご案内

宮崎版NPO法人 延岡市ボランティア協会 メッセージ

ホームページ －
メールアドレス　hobe-vo@ma.wainet.ne.jp

〒882-0813　宮崎県 延岡市東本小路131番地5

●登録団体の中間支援組織として発足●所属団体との連携、相互の理解を深めるための行事の企画・運営、開催・ボランティア活動・
市民活動を積極的に推進し、地域福祉に寄与する。●福祉体験学習・福祉講和依頼時の指導員派遣●主な行事としてボランティア清
掃、ハートキャンプ、福祉まつり、もちつき大会、ミニバザー、ボランティア体験ツアーなど

年間を通して障がい者、高齢者ともに楽しめるイ
ベントを企画しています。社会活動やボランティ
アに興味がある方、自分の技能、技術を活かした
い方、人と接するのが好きな方などボランティア
を随時募っています。

事
業
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設立時期：1979年4月
代表者：木原　万里子
事務局責任者：甲斐　千恵子
電話：0982-35-2949
FAX：0982-35-2949

会員数：約3000名
年間予算：350万円
ボランティア：有
ニュースレター：年間6～8回発行

特定非営利活動法人 どんぐり1000年の森をつくる会 メッセージ

ホームページ http://www.donguri1000nen.jp
メールアドレス　info@donguri1000nen.jp

〒889-1801　宮崎県都城市山之口町富吉2985番地26

どんぐり1000年の森をつくる会は、宮崎県を流れる１級河川大淀川の水質浄化、都城圏域の豊かな風土をつくるために、この地域の
自然植生である「どんぐり」（広葉樹の総称）を拾い、それを育てて山に植える活動を平成８年より続けている団体です。山に植える木に
は、１株500円で協力していただく「どんぐり株主」がいます。株主の協力で、毎年約8,000本の広葉樹の植樹を行っております。
また、平成22年度に市街地に近い場所に「どんぐり村～こども自然塾」（３ha）を整備しています。子どもたちが身近に森遊びができる
空間として、森の図書館や木の遊具、ツリーハウス等を整備し、一般に無料で開放しています。

当会は、未来を生きる子どもたちに良い環境を
引き継ぐために、植樹を中心とした環境保全活
動をしています。この活動は、1000年という長
い年月での風土づくりを目指しており、ずっと後
世に引き継いでいくことを目標としています。
「どんぐり株主」への還元は、木を植えることで
発生する、きれいな空気と水、そして、未来の子
どもたちの笑顔です。身近に気軽に始められる
環境保全に、ぜひ、ご協力ください。

事
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設立時期：2008年4月
代表者：平原　洋和
事務局責任者：德永　貢
電話：0986-57-5228
FAX：0986-57-5228

会員数：127名
年間予算：700万円
ボランティア：有
ニュースレター：年1回発行

特定非営利活動法人 宮崎もやいの会 メッセージ

設立時期：2006年4月
代表者：小林　順一
事務局責任者：小林　順一
電話：0985-71-0036
FAX：0985-71-0036 

会員数：10名
年間予算：682万円
ボランティア：有
ニュースレター：年3回発行

ホームページ http://www.ｍ-ｍoyai.com
メールアドレス m-moyai＠kag.bbiq.jp

〒880-0867　宮崎県宮崎市瀬頭２丁目8-12           

地域活動支援センター「かふぇらて」を週6日開所しているのでプログラムとして
講座を通していろいろな内容を実施している。

精神障がい者の自立と社会参加を支援するととも
に、障がいを持つ人々に対する地域社会の理解と
協力を得ること、また、障がい者と健常者が共に支
え合って働き生きていく社会を目指すことを目的
に設立された団体です。同じ仲間同士で理解と共
感を踏まえてピアサポートし、当事者に一番適し
た支援を可能にします。また、ピアサポートを推進
するためのサポーター養成に重点を置いた活動を
続けていきたいと思います。今後ともよろしくお願い
いたします。

事
業
内
容

お客さまが応援するNPO法人へ、お客さまの普通預金口座から

指定日（20日もしくは25日）に自動振替で寄付する制度です。

1回の寄付額は100円以上（100円単位）で、寄付先は市民へ

の情報公開性や事業の社会性、会計の安定性等を基準にろうき

んが選定した「紹介NPO」の中からご選択いただきます。



NPO法人 アースウォーカーズ

NPO法人 学校支援のべおかはげまし隊

メッセージ

設立時期：2006年5月
代表者：小玉　直也
事務局責任者：辻盛　秀美
電話：0985-85-6555
FAX：0985-85-5545

会員数：約350名
年間予算：1310万円
ボランティア：有
ニュースレター：年1回発行

ホームページ https://earthwalkers.jp/
メールアドレス　info＠earthwalkers.jp

〒889-1602　宮崎県宮崎市清武町今泉丙2178

東日本大震災の被災地支援および、その後の熊本地震や西日本豪雨水
害などへの支援。
特に東京電力福島第一原子力発電所の事故後に外遊びを制限している
福島の子どもたちの保養として、未就学児を宮崎に招待する「福島の子
どもたち宮崎に来んねキャンプ」や毎月山形県米沢市に日帰りでリフレ
ッシュプロジェクトを企画。また中高生をドイツやオーストラリアに派遣
し自らの震災体験を英語でスピーチしたり、再生可能エネルギーを学ぶ
企画など、年間200人を超える子どもたちの支援を継続中。

あたたかいご支援本当にありがとうございます。
2011年に福島の子どもたちの支援をスタート
し、九州労金さんを通じて多くのご支援をいただ
きました。みなさんのご支援で多くの子どもたち
の笑顔が広がる活動ができました。
福島の支援を継続したり、各地で起きる被災地
の支援に駆けつけたりする上で、みなさんの
支援が大きな力となります。
災害から月日が流れるとともに、寄付や支援が
少しずつ減少する中、ひきつづき１人でも多くの
方々のご支援をお願いしたいと思います。よろし
くお願いします。事

業
内
容

メッセージ

設立時期：2012年8月
代表者：佐藤　邦典
事務局責任者：池澤　秀明
電話：0982-29-3786
FAX：0982-29-3739

会員数：38名
年間予算：831万円
ボランティア：有
ニュースレター：年10回発行

ホームページ －
メールアドレス nobeoka-hagemashitai＠blue.plala.or.jp

〒882-0813　宮崎県延岡市東本小路131-5

●延岡市内12の小中学校の授業に150名のボランティアが分散して入り、児童、生徒、教師のサポートを行う。
●主に中学1年生の数学の授業支援が中心であるが、学校のニーズによって対象学年や教科に拡がりを見せており、対象学年は
小学4年～6年、中学1年～3年となっている。教科については算数、数学、英語、理科において活動実績がある。
●中学3年を対象に高校受験対策として模擬面接指導の際にボランティアが面接試験官役として支援に入っている学校もある。

いつも私どもの活動に対して、ご理解とご支援
をいただき誠にありがとうございます。頂戴
いたしました浄財は主にボランティアさん方の
保険料や交通費として遣わせていただいており
ます。今後ともよろしくお願い致します。

事
業
内
容

〒810-8509　福岡県福岡市中央区大手門3-3-3（5F）
☎092-714-7017

九州労働金庫 事業部 福祉金融推進課

検索九州ろうきん
https://kyusyu-rokin.com/

「NPO自動寄付システム」は福祉・環境・文化などさまざま

な分野でボランティア活動を展開しているNPOと市民・勤労

者とをつなぐ新しい社会貢献のカタチです。本誌に紹介する

「紹介NPO」の中から、あなたが応援したいNPOをお選びく

ださい。お選びいただいたNPOへ毎月100円からの口座振替

により寄付を行います。気軽に始められる寄付を通した新し

いボランティア活動に、ぜひ、ご参加ください。

NPOサポーターズのご案内

宮崎版NPO法人 延岡市ボランティア協会 メッセージ

ホームページ －
メールアドレス　hobe-vo@ma.wainet.ne.jp

〒882-0813　宮崎県 延岡市東本小路131番地5

●登録団体の中間支援組織として発足●所属団体との連携、相互の理解を深めるための行事の企画・運営、開催・ボランティア活動・
市民活動を積極的に推進し、地域福祉に寄与する。●福祉体験学習・福祉講和依頼時の指導員派遣●主な行事としてボランティア清
掃、ハートキャンプ、福祉まつり、もちつき大会、ミニバザー、ボランティア体験ツアーなど

年間を通して障がい者、高齢者ともに楽しめるイ
ベントを企画しています。社会活動やボランティ
アに興味がある方、自分の技能、技術を活かした
い方、人と接するのが好きな方などボランティア
を随時募っています。

事
業
内
容

設立時期：1979年4月
代表者：木原　万里子
事務局責任者：甲斐　千恵子
電話：0982-35-2949
FAX：0982-35-2949

会員数：約3000名
年間予算：350万円
ボランティア：有
ニュースレター：年間6～8回発行

特定非営利活動法人 どんぐり1000年の森をつくる会 メッセージ

ホームページ http://www.donguri1000nen.jp
メールアドレス　info@donguri1000nen.jp

〒889-1801　宮崎県都城市山之口町富吉2985番地26

どんぐり1000年の森をつくる会は、宮崎県を流れる１級河川大淀川の水質浄化、都城圏域の豊かな風土をつくるために、この地域の
自然植生である「どんぐり」（広葉樹の総称）を拾い、それを育てて山に植える活動を平成８年より続けている団体です。山に植える木に
は、１株500円で協力していただく「どんぐり株主」がいます。株主の協力で、毎年約8,000本の広葉樹の植樹を行っております。
また、平成22年度に市街地に近い場所に「どんぐり村～こども自然塾」（３ha）を整備しています。子どもたちが身近に森遊びができる
空間として、森の図書館や木の遊具、ツリーハウス等を整備し、一般に無料で開放しています。

当会は、未来を生きる子どもたちに良い環境を
引き継ぐために、植樹を中心とした環境保全活
動をしています。この活動は、1000年という長
い年月での風土づくりを目指しており、ずっと後
世に引き継いでいくことを目標としています。
「どんぐり株主」への還元は、木を植えることで
発生する、きれいな空気と水、そして、未来の子
どもたちの笑顔です。身近に気軽に始められる
環境保全に、ぜひ、ご協力ください。

事
業
内
容

設立時期：2008年4月
代表者：平原　洋和
事務局責任者：德永　貢
電話：0986-57-5228
FAX：0986-57-5228

会員数：127名
年間予算：700万円
ボランティア：有
ニュースレター：年1回発行

特定非営利活動法人 宮崎もやいの会 メッセージ

設立時期：2006年4月
代表者：小林　順一
事務局責任者：小林　順一
電話：0985-71-0036
FAX：0985-71-0036 

会員数：10名
年間予算：682万円
ボランティア：有
ニュースレター：年3回発行

ホームページ http://www.ｍ-ｍoyai.com
メールアドレス m-moyai＠kag.bbiq.jp

〒880-0867　宮崎県宮崎市瀬頭２丁目8-12           

地域活動支援センター「かふぇらて」を週6日開所しているのでプログラムとして
講座を通していろいろな内容を実施している。

精神障がい者の自立と社会参加を支援するととも
に、障がいを持つ人々に対する地域社会の理解と
協力を得ること、また、障がい者と健常者が共に支
え合って働き生きていく社会を目指すことを目的
に設立された団体です。同じ仲間同士で理解と共
感を踏まえてピアサポートし、当事者に一番適し
た支援を可能にします。また、ピアサポートを推進
するためのサポーター養成に重点を置いた活動を
続けていきたいと思います。今後ともよろしくお願い
いたします。

事
業
内
容

お客さまが応援するNPO法人へ、お客さまの普通預金口座から

指定日（20日もしくは25日）に自動振替で寄付する制度です。

1回の寄付額は100円以上（100円単位）で、寄付先は市民へ

の情報公開性や事業の社会性、会計の安定性等を基準にろうき

んが選定した「紹介NPO」の中からご選択いただきます。


