
＜とす市民活動センターご利用の皆様へ＞ 

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。 

とす市民活動センターは、通常の開館利用に戻っております。 

新型コロナ感染拡大防止対策については、引き続き御協力をお願いいたします。 
 

ご利用の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしました。尚、今後の感染拡大の状況に応じ 

変更がある場合は、再度お知らせいたします。 

クローバー便りで事業のご案内をさせていただいていますが、状況により変更になる場合が 

ございます。主催団体にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■令和 4 年度鳥栖市市民活動支援補助事業 募集します！！ 
 

※令和３年度より、事前に鳥栖市の市民活動団体登録の手続きが必要になっています。 

 

●募集期間：令和 3 年１２月 13 日（月）～令和 4 年１月 31 日（月） 

 
＜スタートアップ支援＞     ＜ステップアップ支援＞     ＜パワーアップ支援＞ 

（団体強化への支援）        (事業への支援)        （長期事業への支援） 

補助額：10万円上限       補助額：30 万円上限      補助額：10万円上限 
    (補助率：10／10)                     (補助率：10／10)            (補助率：9／10)   

回数：1 団体 1 回限り        回数：1 団体 1 回限り      回数：1 団体 1 回限り 
                                  （必要に応じて最長 3 年） 

●事前相談 

 鳥栖市市民協働推進課又は、とす市民活動センターへお気軽にご相談ください。 

※本補助金の交付は令和 4 年度予算の成立が条件となります。 

※補助事業実施期間中、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって事業計画を見直して変更することも 

 できます。お気軽にご相談ください。 
詳細はお問合せください。 

 

＜お問合せ先＞鳥栖市 市民環境部 市民協働推進課 ℡０９４２－８５－３５７６ 

 

■『市民団体交流会』～地域の防災私たちにできること～参加者募集！！ 

①「鳥栖市市民活動支援補助事業、鳥栖市市民活動団体登録制度」紹介 

②災害支援の現状・ミニ講座 講師：岡 武さん 
（認定 NPO 法人日本レスキュー協会理事・事務局長・佐賀県支部責任者 ） 

③～地域の防災私たちにできること～・意見交換会～ 
・とき：１月１5日（土）１３：３０～１５：3０ 

・場所：とす市民活動センター 

・対象：市民活動団体、テーマに興味がある方等 

・定員：先着 20 名（要予約） 

・参加費：１００円（お茶代） 

※詳細はお問い合せください。 
＜お問合せ先＞とす市民活動センター TEL：０９４２－８１－１８１５ 

とす市民活動センター通信 6９号 

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～



イベント  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■鳥栖市市民活動団体登録制度のご案内  

●鳥栖市市民活動団体登録制度とは・・・ 

市民活動団体の活動を効果的に支援するために設けた登録制度です。 

登録された市民活動団体の基本情報や活動情報などを広く発信することで、市民活動団体の更なる活性化を 

進めます。 

●登録団体への主な支援内容 

・市ホームページなどに団体の基本情報を掲載 

・登録団体が行うイベント情報を広報 

・市民や公的機関への登録団体情報の提供 

・登録団体へ市民活動に関する各種情報を提供 

・まちづくり推進センター・中央老人福祉センターの使用料を全額免除 

（令和 3 年 4 月から使用料免除を受けるには鳥栖市市民活動団体登録が必要となりました）。 

・鳥栖市市民活動保険に関するサポート 

 （保険の対象団体要件の確認＆手続き等の簡素化ができます） 

・鳥栖市市民活動支援補助事業の申請要件（令和３年度募集分から） 

 

※詳細は、お問い合わせください。 

＜お問合せ先＞鳥栖市 市民環境部 市民協働推進課 TEL:０９４２－８５－３５７６ 

 

令和 3 年度鳥栖市市民活動支援補助事業 

■無煙炭化器で炭づくり講演会＆実演 

・とき：1月 29 日（土） 

① 講演：吉田俊道さん 

（ＮＰＯ法人大地といのちの会理事長） 

② 実演：竹炭づくり（畑に移動） 

・場所：若葉まちづくり推進センター 

・参加費：500 円 

・定員：45 人 

※詳細はお問い合せください。 

＜お問い合せ先＞ココマム 

       TEL：090－1192－7889（杉山） 

■とすカフェ開催中！！（毎月第 3 木曜日） 

～気軽に立ち寄れる居場所です！！～ 

・とき：1 月 20 日（木）1０時～15 時 

・場所：フレスポ鳥栖 1 階ウェルカムコート 

・入場：無料 

・内容：お正月ゲームで遊ぼう（カルタ･すごろくなど） 

相談スペース、他 
（血圧測定・体組成計（有料）できます） 

   ※詳細はお問合せください。 

 

＜お問合せ先＞まちづくりスポット鳥栖 

☎：0942－80－0711 

 
 

 

 

子育て応援サロン  

■「もくもく広場」木のおもちゃで遊ぼう！ 

子育て中のママたちの交流の場として開催します！ 

・とき：1 月２０日（木）10：30～13：00 

・場所：フレスポ鳥栖内フリースペース 

・内容：木のおもちゃで遊びます。 

・参加費：無 料 

 

 

※詳細はお尋ねください。 

＜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 

 

 

 

 
 

 

■「おもちゃ病院とす」開院案内 

壊れたおもちゃをおもちゃドクターが治します！！ 

・とき：1月２３日（日）（毎月第 4日曜日） 
（10：30～15：00） 

・場所：とす市民活動センター（フレスポ鳥栖 2 階） 

・初診料：100 円 
※部品代など必要なことがあります。事前にご相談します。 
当日修理できない場合は後日、引き取りをお願いします。 

 おもちゃは修理できない物もあります。 

※詳細はおもちゃ病院とすへお尋ね下さい。 

＜お問合せ先＞おもちゃ病院とす 
     ☎090-2391-0975（大石） 

 



とす市民活動センターより 

■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。 

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。 

  

助成金・補助金情報 
 

 

※上記の助成財団へ申請される団体は、詳細を HP で確認してご応募ください。 

（助成金申請は、web申請のみのものがあります）助成金・補助金のご相談はとす市民活動センターまで 

 

■あなたの団体の活動・イベントの情報をお知らせしませんか？ 

とす市民活動センターが毎月発行する「クローバー便り」であなたの団体のイベント情報・ボランティア 

募集を掲載します。 

・毎月２５日までにチラシ・情報をお持ち下さい。 

・団体のイベント情報は fax・メール又は直接お持ち下さい。 

※尚、いただいた情報は、編集の都合上掲載できないこともあります。詳細はセンターにお尋ね下さい。 

 ＜お問合せ先＞とす市民活動センター TEL：０９４２－８１－１８１５ 

NPO 支援補助金・タイトル 対象分野 応募・問い合わせ先 締切 

20２２年度 

九電みらい財団 

環境分野の次世代育成支援 

活動助成事業 

環境保全、子ども

の健全育成（九州

地域において実施

される子どもたち

を対象に取り組む

活動） 

公益財団法人九電みらい財団 

 

TEL：092－982－4627 

2021 年 

 

12 月 24日 

あすなろ福祉財団助成 

2022 年度・実施＜領域Ⅰ＞ 

 

保健・医療・福祉 

障がい者の自立及

び社会参加に関す

る各種の活動 

（3 年以上の継続

した実績がある非

営利法人） 

公益財団法人あすなろ福祉財団 

 

https://www.asunaro-zaidan.or 

jp/subsidy 

 

2021 年 

 

12 月 24日 

あすなろ福祉財団助成 

2022 年度・実施＜領域Ⅲ＞ 

保健・医療・福祉 

障がい者の文化・

芸術・スポーツの 

振興のための諸活

動（3 年以上の継

続した実績がある

非営利法人） 

公益財団法人あすなろ福祉財団 

 

https://www.asunaro-zaidan.or 

jp/subsidy 

 

 

2021 年 

 

12 月 24日 

第 5 回さが・こども未来応援

基金「さがっこ基金」 

子どもの居場所 

子ども食堂等の新

規立ち上げに関す

る事業（2022年

4 月末までに開設

完了すること） 

一般社団法人 

さが・こども未来応援プロジェクト 

実行委員会 

TEL：070－1571－8800 

2021 年 

 

12 月 27日 

https://www.asunaro-zaidan.or/
https://www.asunaro-zaidan.or/


■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：セブンイレブン財団、地域いきいきさが・ふれあい基金） 

 

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さがCSOポータル、各地域のNPO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。募集の多い時期は 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 NPO 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！ 

  

※詳細はとす市民活動センターまで （TEL０９４２－８１－１８１５）  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とす市民活動センター通信    毎月発行

＜編集・制作＞  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 

 開館時間 平 日 10：00～2１：０0（※19：00～1 ヶ月前からの事前予約が必要です。）  

土日祝 10：00～19：00（※とす市民活動センターの利用は一部利用制限があります。） 

 ※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。 

 

https://www.npo-tosunet.org/

