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NO3２

クローバー便り
～私たちの好きなまちは私たちでつくろう～

日頃より、とす市民活動センターをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
おかげさまで、とす市民活動センターは今年で 1１年目を迎えることができました。
今後も市民・市民団体・行政・企業との交流・情報交換・様々な連携を図り
ながら、ボランティアや市民活動の推進、市民団体の自立支援をサポートして
地域市民が元気にいきいきと暮らせるまちづくりを目指していきます。
お近くにお越しの際は、お気軽にお立ち寄り下さい。

（事務局一同）

お知らせ
■「NPO 力」アップ講座「広報力」が開催されました。
とす市民活動センターでは、NPO、ボランティア団体を対象に市民活動サポート事業として、今年度は、
「事務力」
「広報力」
「資金力」講座を開催して市民活動団体の自立化を支援しています。

１０月２７日（土）１３：３０～とす市民活動センターで「web デザイナーの磯野さん」をお迎えして広報
講座を開催しました。
イベントやセミナーへの集客への戦略としてのポイントは下記の内容でした。
① 目的・目標は明確に！！
② ターゲットもしっかりと決めましょう！
③ 参加する人のことを考える！
④ 集客方法・手段（チラシ、web サイト、ＦB、動画など）
⑤ 定期的に告知をしましょう！
⑥ お問合せなどは迅速に！
※ インターネットのイラスト等無料と著作権フリーは違います。
実例を使ってわかりやすく、伝わりやすい講座でした。
ワンポイントアドバイスなど参加された方は満足されていました。

■「木育らんど」木と遊ぼう

わくわく！ドキドキの３日間

木の遊具、木のおもちゃが宮崎からやってきます！！ 入場無料（※小学生以下は保護者同伴）
★とき：12 月７日・８日・９日（10 時～17 時 ※最終日は 16 時迄）
★会場：フレスポ鳥栖 1 階ウェルカムコート・他
★「木育らんど」木の遊具、木のおもちゃなど
★「木でつくる 体験会」※フレスポ鳥栖お買い物レシートが必要です。
（一部有料）
・12 月 ８日（土）10 時 30 分～16 時（木のイス・カスタネットなど）
・12 月 ９日（日）10 時 30 分～15 時（木のランプ・木のオーナメントなど）
※定員になり次第終了します。
★会場：フレスポ鳥栖１階カラフルモール
※「木育らんど」の詳細はお問い合わせください。
＜お問合せ先＞認定 NPO 法人とす市民活動ネットワーク
℡：０９４２－８０－７１８４

■イベント＆講

座

■転勤族あつまれ～！
「親子でほっこりわらべうたタイム」
親子でうたってあそぼう「わらべうた♪」

・とき：11 月 28 日（水）10 時～12 時
・会場：鳥栖市民文化会館 和室
・講師：池末眞弓さん（音楽教室主宰）
・対象：転勤してきたお母さん、鳥栖近隣にお住いの
お母さん、お友達を作りたいお母さんなど
・参加費：200 円（要予約）
※詳細はお尋ねください。

■居場所コーディネーター養成講座（全４回）
多世代交流、つながる地域の居場所のコーディネータ
ーの養成講座の受講者を募集します！
・とき：11 月 24 日、12 月 1 日、1 月 12 日・26 日
（いずれも土曜日）10：30～12：30
・場所：まちづくりスポット鳥栖（フレスポ鳥栖 2 階）
・対象：居場所作り、ボランティアに興味がある方
・定員：先着 30 名
・参加費：2000 円
（全 4 回講座資料代含む）

※詳細はお問い合せください。
＜お問合せ先＞NPO 法人ぽっぽ・わーるど
☎0942－83－7415

■平成３０年度鳥栖市市民活動支援補助事業

＜お申込・お問い合せ先＞まちづくりスポット鳥栖

☎：0942－80－0711

平成３０年度鳥栖市市民活動支援補助事業

手作りマップを一緒に作りませんか？

■「宿町食堂（鳥栖市みんなの食堂）」

鳥栖市の小学校区ごとに、ママと子どもにわかりやす
いマップを作成しています。といっても、みんなで
情報を共有しておしゃべりしながら“楽しく”がモッ
トーです。
・活動日：第１月曜日

毎月 1 回（第 2 土曜日）
「地域食堂」開催してます。
・とき：12 月 8 日（土）11：00～13：00
・場所：宿町公民館
・利用料金：大人 300 円、
（65 歳以上 200 円）
子ども：100 円、幼児：50 円
＜居場所カフェ＞イベント同時開催してます。
お気軽におでかけください。

（１０：００～１２：００）

・会場：若葉まちづくり推進センター
・対象：子育て中のママや鳥栖市に詳しい方
※子どもも一緒に参加してます。息抜きのつもりで
気軽に、お越しください。
＜お問合せ先＞さくらんぼランド
e-mail : sakuranbo_land2018@yahoo.co.jp

～クリスマスウクレレ演奏会～参加費：無料
・とき：12 月 8 日（土）13：30～
※詳細はお問い合せください。

＜お問合せ先＞「コミュニティびすけっと」
TEL：0942－83－1944

■エコ・フリーマーケット出店者募集します！！
環境にやさしいエコ・フリーマーケットです。
使わなくなったものをリユースすることで二酸化炭素の排出量を削減することができます。
・とき：平成３1 年１月２6 日（土）１０時～１５時
・場所：フレスポ鳥栖１階ウェルカムコート
さくらんぼランド
・出店条件：出店募集要項を確認し、了解のうえ事前説明会に参加、開催当日は必ず申請者が参加すること
・ブース数：２０ブース（２.２５m×２.２５m）
・出店料：2,500 円
・応募方法：出店申込書にご記入のうえ「とす市民活動センター」にご持参いただくか、fax にて先着順で
受付します。（※出店申込み書は１１月２2 日からとす市民活動センターで配布します）
・応募締切：平成３1 年１月１１日（金）まで
（※尚、定員になり次第締め切らせていただきます。）

＜事前説明会＞平成３1 年１月１8 日（金）１７時～１7 時 30 分
場所：とす市民活動センター（※必ず参加して下さい）
※詳細はお問い合せ下さい。
＜お申込み・お問合せ先＞認定 NPO 法人とす市民活動ネットワーク

とす市民活動センター登録団体を紹介します！（登録 NO４）

■団体名：NPO 法人鳥栖子どもミュージカル
活動分野：子育て・子ども・青少年健全育成
活動内容：鳥栖市及び周辺地域の小学生２年生から中学生までの子どもたちを毎年公募、約１年間の練習
を重ねて舞台公演をしています。地域のイベントや祭りにも参加しています。
活動 PR：１年間の練習の中で子どもたちは心を一つにして公演に臨みます。
また、保護者やスタッフ も心を一つにして子どもたちをサポート
公演は素人とは思えないと好評を博しています。
★平成３１年２月１６日（土）１７日（日）
「あの雲に座って」公演します！
※詳細はお問い合せください。
＜お問合せ先＞℡：０９４２－５５－１０００ kidstosu@kumin.ne.jp

■近隣地区の講座のご案内（久留米市）プラス“力（りょく）”up 連続講座 参加費：無料
・１２月２日（日）
「資金調達」活動にあった資金調達の仕方など
講師：NPO サポートセンター事務局長 小堀 悠

氏

・１月２６日（土）
「巻き込み力」活動に共感してくれる仲間や後継者などの活動への巻き込み方など
講師：NPO 法人場とつながりラボ home’s vi 篠原幸子 氏
・２月１６日（土）
「情報発信」情報発信の対象者に合わせた情報発信の仕方や SNS を使った情報発信の仕方
講師：
（株）ループスコミュニケーションズ マーケティングコンサルト加藤たけし 氏
・会場：久留米市市民活動サポートセンター みんくる ・時間：１３：００～１６：３０
＜お問合せ＞久留米市協働推進部協働推進課 ☎：０９４２-３０-９０６４
＜お申込み＞電子メール：kyodo@city.kurume.fukuoka.jp

■ボランティア情報
■ボランティアについて
ボランティアとは、自発的な活動で金銭的な利益を第一に求めない活動のことです。また、誰もが暮らしやすい
豊かな社会実現を目指し、様々な人や団体が出会い、ネットワークをつくりながら、社会の課題解決に取り組む
活動です。ボランティアを募集したい団体はとす市民活動センターまでご連絡下さい。

＜ボランティア活動で大切にしたいポイント＞
・自分から進んで活動しましょう。
・お互い支え合い、学び合いましょう。
・お金では得られない出会いや発見、感動、よろこびを見つけましょう。
・自由な発想やアイデアを大切にし、よりよい社会をつくる方法を考えてみましょう。
・あなたの持ち味を活かしましょう。

■助成金情報
NPO 支援助成金・タイトル
全日本社会貢献団体機構
２０１９年助成事業

分野・対象

主

催

① 子どもの健全育成支援 全日本社会貢献団体機構
事業
② 災害復興コミュニティ
支援事業

（公財）佐賀未来創造基金
・保険、医療、福祉
【第１０期きょうぎん未来基金】 ・子どもの健全育成、他

※上記の助成財団への申請は HP を確認してご応募下さい。
助成金・補助金の相談はとす市民活動センターへお越し下さい。

締切
１２月１４日

（公財）佐賀未来創造基金 １２月１４日

■とす市民活動センターより
＜市民活動の補助金・助成金についての Q＆A＞
現在、ボランティア・NPO などの市民活動をされている方、これから市民活動をはじめられる方、活動を
伸ばしたい、広めたいなど前向きな活動をしていく為には資金が必要です。会費・参加費だけでは難しいと
考えていらっしゃる方、そのような時に是非、補助金・助成金をご活用下さい。
Q１、補助金・助成金って何？
A・補助金は一般的に国・県・市町村などが行う補助金事業です。
（最近は公募型が増えています）
・助成金は民間助成団体が行う助成事業です。（例：トヨタ財団、佐賀県地域振興基金など）
Q２、どこに相談すればいいの、情報はどこから？
A・とす市民活動センターでは随時相談を受けております。お気軽にご利用下さい。
助成金コーナーも設けています。
佐賀県のホームページ CSO ポータル、各地域の CSO センターなどインターネット検索もできます。
Q３、いつでも申請できるの？
A・民間の助成金は年間を通して各分野が募集されています。募集の多い時期 6 月～11 月です。
・補助金事業については鳥栖市でも公募型で行われています。
Q４、補助金・助成金は必ずもらえますか？
A・補助金・助成金は申請したら必ずもらえるものではありません。ここでポイントをご紹介します。
① 情報を早く入手する（とす市民活動センター、各地域の CSO センター、インターネット、新聞）
② 目的にあった助成事業を選ぶ（自分たちのやろうとする事業と助成団体のテーマに合ったものを選ぶ）
③ 申請内容を明確、簡潔にする（申請前に団体の概要・活動内容・目的などを整理しておく）
④ 団体の努力、やる気をみせる（助成金だけに頼るのではなく自己努力（自主財源）も必要です。）
⑤ 事業を実施することで得られる効果を考える（事業を実施することで得られる期待、出来る効果を記入
する）
※6 月～11 月が多くの助成金募集があります。ほとんどは次年度のためのものです。早目に次年度の事業
計画を考え是非、チャレンジして下さい。

■市民活動相談窓口をご利用下さい！！
・内 容：NPO 法人設立・NPO 運営・ボランティア・助成金相談など
・相談員：ボランティアコーディネーター、専門相談員
（行政書士、税理士、公認会計士、中小企業診断士）
※専門相談は、事前予約をお願いします。
1 件：30 分まで無料で受けられます。 お気軽にご利用下さい！

とす市民活動センター通信
＜編集・制作＞

毎月発行

とす市民活動センター

＜事務局＞ 鳥栖市本鳥栖町５３７－１フレスポ鳥栖 2 階
Tel 0942－81－1815
Fax 0942－80－8122
市民活動シエン隊「デキるんじゃー」
メールアドレス e-mail :tosusiminkatudou@kii.bbiq.jp
https://www.npo-tosunet.org（HP 新しくなりました）
開館時間 平日 10：00～2１：０0（１９：００～要予約、会議室利用は２０：５０まで ）
土日祝 10：00～19：00
※休館日
毎週水曜日
５月連休（５/3～5/5）
・年末年始休み（１２/29～1/3）
とす市民活動センターはいつでも皆さんをお待ちしております。

