
掲載のイラストは障がいのあるアーティストの作品です。
https://hibigei.art/

「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

鹿児島版



鹿児島県の紹介NPO

特定非営利活動法人 かごしま子ども芸術センター メッセージ

設立時期：2002年11月
代表者：力石　久美
事務局責任者：入本　敏也
電話：099-219-1478
FAX：099-219-1548

会員数：148名
年間予算：1,300万円
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.c-a-c-kago.org
メールアドレス　c-a-c-kago＠mx61.tiki.ne.jp

〒892-0837　鹿児島県鹿児島市甲突町18-21シャルム甲突102号
文化芸術体験には現代の子どもたちに重要な
「人を思いやる力」「ともに助け合う力」「創造力や
想像力」「心を穏やかにしたり元気づける力」「地
域の結束を作ったり人と寄り添い物事を進めて
いく力」など、様々な力を育む要素があります。
しかし、小人口地域や離島ではその地域的条件
の難しさから、その機会を子どもたちに平等に
保障していくための支援活動を柱にしています。
これからもどうぞよろしくお願いします。

当法人は、子どもの権利条約に基づき、県内の子どもたちが文化芸術を通して創造力、表現力、そして共感する心を育むことを目的に活動して
います。具体的には、離島や小人口地域での学校芸術鑑賞会支援を重点とした「舞台公演普及事業」、子どもたちに様々な芸術体験機会を提供
していく「芸術体験事業」、子どもに関わる大人のためのコミュニケーション能力向上をめざした「研修・ワークショップ事業」などをおこない、
県内の子どもたちが地域事情や家庭環境にかかわらず、年に一度は優れた舞台活動を通した心動く体験ができることを目指しています。

事
業
内
容

事
業
内
容

●コミュニティＦＭに係る事業
●島内・島外のリレーションシップ形成に係る事業
●地域活性化イベントの企画・制作・運営に係る事業
●公共施設の運営受託事業
具体的には、あまみエフエムの運営／大浜サマーフェスティバル、島興しイ
ベント等の実施／末広市場ディ！放送所における駄菓子屋の運営・グッズ
販売等を行っています。

特定非営利活動法人 ディ！ メッセージ

設立時期：2004年11月
代表者：麓　憲吾
事務局責任者：宮田　愛
電話：0997-55-0777
FAX：0997-55-0770

会員数：2,612名
年間予算：5,500万円
ボランティア：有
ニュースレター：主にホームページ上にてお知らせ

ホームページ　http://www.npo-d.org
メールアドレス　info＠npo-d.org

〒894-0031　鹿児島県奄美市名瀬金久町4-3 2F
私たち、特定非営利活動法人ディ！は
・奄美大島とシマッチュが持っている地理的・文化
的な素材／素質の価値を、シマッチュ自身で再確
認してもらうこと
・人と人とのつながり「結い」を大切にし、さらなる
シマの価値を創造すること
・子どもたち、孫たちの世代へ向けてシマの素晴ら
しさを伝えること
を目的として作られた営利を目的としない団体です。
特定非営利活動法人ディ!は、活動趣旨に賛同いた
だいた会員による会費及び寄付金の収入と、あまみ
エフエムでのラジオＣＭのスポンサーによる広告収
入によって運営を支えられています。会員の数は、島
内外で2,000名を超えました。奄美で暮らす人たち、
奄美に想いを寄せるひとたちと一緒に、奄美地域が
必要とする情報や状況を数多く生み出していきたい
と考えています。
なお、「ディ！」は奄美のことばで「さあ～しよう！」
何か次の行動を促すかけ声です。発音はdeiでなく
diです。



特定非営利活動法人 ローズリングかのや メッセージ

設立時期：2006年1月
代表者：落司　ひとみ
事務局責任者：丸野　里美
電話：0994-41-8718
FAX：0994-41-8719

会員数：116名
年間予算：約2,500万円
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://www.facebook.com/roseringkanoya
メールアドレス　office＠rosering.jp

〒893-0053　鹿児島県鹿屋市浜田町1250

かのやばら園を中心として、大隅地域全体の方々と連携し、以下のような事業
を展開しながら、ふるさとを元気にする活動を行っているNPO法人です。
【観光誘客に関する事業】
かのやばら園のおもてなし業務（受付接客等）を鹿屋市から業務委託という形
で請け負う。
かのやばら園の売店等を運営し、地元商品を中心に販売する。
「おおすみ観光案内所」を運営し、情報発信や案内業務を行う。
「Oh！すみっこクラブ」大隅地域観光拠点のネットワーク化をめざす。
かのやばら園・霧島ヶ丘公園の誘客促進事業として、様々なイベントや講座の
開催。

NPO自動寄付システムを通じて、当法人へのご
寄付をいただき、誠にありがとうございます。
お振込みを確認させていただくたびに、「がんば
れ！」と応援をいただいていることを感じ、元気
と勇気をいただいております。
当法人は、かのやばら園を大隅地域の観光拠点
と捉え、様々な分野の皆さまと協力する形で誘
客・発信に努めております。コロナ禍ということ
で、これまでの誘客イベントや集客方法のやり
方では通用しなくなりました。
しかし、こんな時だからこそ周囲の皆さんとの
ネットワークを活かし、withコロナの中ででき
ること、今だからできること、は何かを思案＆挑戦
しているところです。今こそ、地元の皆さんとの
連携を深め、あせらず、ここ大隅地域の、かのや
ばら園の、本当の魅力を発信できるチャンス、
だと考えています。
今後とも、応援、よろしくお願いいたします。

事
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特定非営利活動法人 くすの木自然館 メッセージ

設立時期：1995年3月
代表者：浜本　奈鼓
事務局責任者：黒江　恵美
電話：0995-67-6042
FAX：0995-57-7337

会員数：20名
年間予算：2,830万円
ボランティア：有
ニュースレター：ホームページ・Facebook

ホームページ　http://kusunokishizenkan.com/
メールアドレス　office＠kusunokishizenkan.com

〒899-5652　鹿児島県姶良市平松7703番地

環境教育や自然体験活動を通して鹿児島を愛する人々を育て、豊かな郷土の
風土（自然・文化・生活）を後世に良い状態で継承していくために、環境保全・
風土継承活動をおこなっています。また、環境調査の生きたデータをもとに環
境教育をすすめ、調査・研究・教育・環境保全を行う専門機関として1987年よ
り活動しています。

地域住民、行政、学校、地元漁協等と協働で、重富
海岸及び干潟の再生活動を2005年から行ってい
ます。その結果、2012年3月には「霧島錦江湾国立
公園」に重富海岸、重富干潟、また当法人が活動拠
点としていた「重富干潟小さな博物館」が指定され、
これまでよりも一層、保全と利用が進んでいます。
その後、2015年4月に国立公園のビジターセンター
的役割の「重富海岸自然ふれあい館（環境省）」と
して、当法人が環境省より委託管理を受けており
ます。常駐の底生生物や野鳥等の専門研究員が、海
岸及び干潟の生物の研究や、わかりやすいインター
プリテーションを常時行っています。学校やグルー
プ等で、ぜひお越し下さい。毎日の海岸クリーンアッ
プや、毎月の定生生物調査のボランティアも随時
募集しております。
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特定非営利活動法人 サポートハウス２１ メッセージ

設立時期：2000年10月
代表者：福田　昭次
事務局責任者：福田　昭次
電話：099-250-5680(阿久根：0996-72-7466）
FAX：099-821-5690

会員数：30名
年間予算：7,000万円
ボランティア：有
ニュースレター：ー

ホームページ　－ メールアドレス　sapo21＠aqua.plala.or.jp

〒890-0062　鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目4-35 KSC鴨池ビル３F（阿久根市塩浜２丁目22番）

高齢者及び障がい者の方々の自立支援、生活支援、介護サービス等の援助
を総合的に実施します。また、学童クラブ等を通じて、子ども達の健全育成
事業を行います。

2020年10月に法人設立20周年を迎えること
ができました。これまでサービスの利用者・ご
家族の方々、ボランティアや会員の方々や地域
の皆様のご協力により、ここまで運営してくるこ
とができました。また、九州労金のＮＰＯサポー
ターズにおいても毎年たくさんの寄付をいただ
き、法人運営の一助となっております。これから
も、子どもたちから高齢者・障害者の方々や地
域の皆様が安心して暮らせるまち作りに寄与で
きるような活動を推進して参りますので、ご支
援・ご協力よろしくお願いいたします。事

業
内
容



特定非営利活動法人 川内スポーツクラブ０１ メッセージ

設立時期：2001年6月
代表者：後藤　文香
事務局責任者：泰平　幸助
電話：0996-23-5501
FAX：0996-23-5501

会員数：755名
年間予算：9,160万円
ボランティア：有
ニュースレター：年4回発行

ホームページ　http://sendai01.com/
メールアドレス　info01＠sendai01.com

〒895-0214　鹿児島県薩摩川内市運動公園町3030

●各種スポーツサークルの運営事業（19種目、42サークル3スクール）
●受託事業（健康スポーツ教室、育児リフレッシュ事業、“はぐHUGくらぶ”
　介護予防総合通所型事業（ミニデイサービス）“せんだい暮らすメイト”）
●体育施設指定管理事業
●スポーツ指導者の派遣事業（地区コミ等のシニア健康運動教室、各企業
　の主催するイベント運動教室等への指導者派遣）
●スポーツイベント事業（小学生陸上四種競技大会、バドミントン大会、グラ
　ウンドゴルフ大会など）

川内スポーツクラブ０１（ぜろわん）は、2001年
に設立された総合型地域スポーツクラブです。
子どもからシニアまで幅広い年代層の皆さまが
「いつでも、誰でも、いつまでも」気軽にスポーツ
を楽しむことが出来る環境づくりを目標に活動
しております。
スポーツサークルとして、“バスケット・バドミン
トン・フットサル・テニス” など、シニア向けとし
て“ラージボール卓球・グラウンドゴルフ”など。
また、スタジオフィットネスも充実しており、“エ
アロビクス・ヨガ・ピラティス”など、女性の方も
安心して参加していただいて、心もカラダもリフ
レッシュしていただきたいと考えております。
このようなスポーツに関する活動を通して、市
民の皆さまの健康づくり・仲間づくりに寄与し
ております。
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NPO法人 バイオマスワークあったらし会 メッセージ

設立時期：2005年5月
代表者：出木場　洋
事務局責任者：御書　辰志
電話：0995-22-0619
FAX：0995-22-3512

会員数：30名
年間予算：100万円
ボランティア：有
ニュースレター：ー

ホームページ  ー メールアドレス　hidekoba＠po2.synapse.ne.jp

〒895-2511　鹿児島県伊佐市大口里2700

はじめに、バイオマスとは何でしょうか？生物資源を総称して呼ばれていま
すが、当会では、間伐材等の木質系バイオマスを活用して、地域でバイオマ
スを使った再生可能エネルギーの産業化を目指しています。また、宮人川
ビオトープ（あったらし村）の管理委託を行いながら、草刈りや野焼きを毎
月一回定期的に実施し、みんなでビオトープを使った自然学習会や大鶴湖
及び川内川の水質浄化の取り組みを話し合っています。他に、産業遺産で
ある曽木発電所遺構の保存活動やシンポジウム等のイベントの開催にも
取り組んでいます。このような活動は、地元高校生や親交のある大学生及
び他ＮＰＯ等関係団体と協働しながら地域活性化の一助になるように活
動の輪を広げていきたいと考えています。

NPO法人バイオマスワークあったらし会は、
2001年12月に有志が集まり、大口市バイオマス
活用研究会を発足し、循環型社会の構築に向け
て、活動を続け、2005年5月にNPOを設立してい
ます。
会名の「あったらし」とは、鹿児島弁で「もったい
ない」を意味しています。日頃何気なく見過ごし
ているものを大切にする心から本当の幸せが生
まれて来るのかもしれません。消費型の生活を見
直し、循環型の生活に変えることで、潤いのある
豊かな社会が生まれるかもしれません。これから
も「あったらし」を合言葉に、皆さまと一緒に循環
型のまちづくりに取り組んでいきます。

事
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フードバンクかごしま メッセージ

ホームページ　http://ksnk.org
メールアドレス　foodbank＠ksnk.org

〒892-0815　鹿児島県鹿児島市船津町１－１1

●フードバンク活動（福祉施設等への食品提供など）
●災害支援及び防災啓発事業（被災地への食料支援、防災啓発セミナーなど)
●食品ロス削減啓発事業（食品ロス削減セミナーの開催など）
●食のセーフティネット構築事業
   （行政や社会福祉協議会と協働による生活困窮者支援など）
●地域コミュニティ活性化事業

フードバンクとは、まだ食べられるのにも関わ
らず、さまざまな理由で処分されてしまう食品
を、食べ物を必要としている施設や団体に届け
る活動のことを言います。
フードバンクかごしまは、2011年3月より活動
を始めたフードバンク団体です。食品関連企業
などから廃棄される予定だった食品を提供い
ただき、鹿児島県内の児童養護施設や母子寡
婦支援施設、ホームレス支援団体などに届けて
います。
また、災害時などには保管している食品を行政
や社会福祉協議会と連携して届ける仕組みづ
くりを行うほか、「食」を大切にする文化の促
進活動として、地域住民に対して食べ物の「も
ったいない」を伝える活動も行なっています。

事
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設立時期：2011年3月
代表者：原田　一世
事務局責任者：原田　一世
電話：099-250-1550
FAX：050-3383-1066

会員数：128名
年間予算：1,700万円
ボランティア：有
ニュースレター：年1回発行

ピンクリボンかごしま　　 メッセージ

設立時期：2005年7月
代表者：帖佐　理子
事務局責任者：林　まり子
電話：099-297-5510
FAX：099-297-5778

会員数：22名
年間予算：250万円
ボランティア：有
ニュースレター：ー

ホームページ　http://www.pinkribbon-k.jp
メールアドレス　npo.p.r.kagoshima＠gmail.com

〒890-0055　鹿児島県鹿児島市上荒田町3－13 ハイツ有川1F
乳がんは女性の11人に1人見つかります。
一日でも早く見つけましょう。毎月のセルフ
チェックで「しこり」他異常のない事を確認
したら、マンモグラフィーでより小さな癌の
芽をみつけて除きましょう。もし、異常を感
じたら乳腺外科にご相談ください。

事
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１）乳がんについての講話
この活動に賛同する医師・乳がん体験者や、ピンクリボンアドバイザーが乳がんについてお話をします。また早期発見のため
のセルフチェック方法を実際に実習します。

２）ピンクリボンin Kagoshima「いつも心にピンクのハートを」　
毎年10月の世界的な乳がん早期発見キャンペーン月間に実行委員会が行政・企業と共にウオーク・講演会・ピンクライトアッ
プ（水族館・アミュの観覧車・山形屋デパート・乳がん関連医療施設など）ほかイベントを行い、乳がん検診に行くきっかけづく
りを行います。

３)グッズを作成しています。購入しお使いいただくことが啓発になります。
 



特定非営利活動法人 やくしま未来工房 メッセージ

設立時期：2022年5月
代表者：古居　智子
事務局責任者：荒井　文江
電話：0997-47-3206
FAX：0997-47-3206

会員数：30名
年間予算：600万円
ボランティア：有
ニュースレター：ホームページにて随時、発信

ホームページ　https://www.yakushima-sidotti-museum.com/
メールアドレス　yakushima.sidotti.museum@gmail.com

〒891-4405　鹿児島県熊毛郡屋久島町小島180番地

”屋久島から未来へ”をテーマとして、20年にわたり世界自然遺産登録地、屋久島に
おける持続可能な社会の構築に向けてCO2フリー推進事業や環境教育などに力を
注いできたＮＰＯ法人屋久島エコ・フェスタの活動を引き継ぎ、新たにSDGsの理念
を柱に地域の歴史・文化の発掘さらには里のエコツーリズムを推進し、自然だけで
はない屋久島の魅力を発信する事業へと発展させていきます。
主な事業内容は、①環境文化創造事業②環境・歴史・文化の普及啓発事業③環境
配慮型商品の開発とエコショップ支援事業とし、同時に講演会・展示などのイベン
トを開催して人々が集い、学び、助け合う場所を構築することを基本コンセプトとし
ていきます。

これから数年にわたる注力事項としては、1708
年江戸時代中期に屋久島に上陸し、新井白石の
『西洋紀聞』にも記されたイタリア人神父シドッ
ティの顕彰を柱に、メッセージ性のある物語を発
信するため、「屋久島シドッティ記念館」設立を目
指します。地域との協働作業で歴史・自然・人の
有機的な結合をかたちにしたＳＤGsに沿った共
感空間を構築することで、屋久島ならではの”新
たな物語”を発信し、地域に教育・福祉・集いの場
を提供できる活動を推進します。
同時に、記念館を基軸にさらなる地域の歴史の
掘り起こしや聞き取り調査、環境の保全、無農薬
野菜や米などのエコロジカルな地域特産物の開
発などさまざまな事業も展開していきます。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/

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。


