
＜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。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、センターのご利用では大変ご不便をおかけし 

ております。会議室・フリースペースのご利用については、状況により一部利用制限させてい 

ただく場合があります。 

ご利用の際には、マスク着用、手指消毒、検温のご協力を引き続きお願いいたします。 

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、新型コロナウイルスの状況により 

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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
■「市民フェスタ 2022in とす」開催します！！ 
 ボランティア・NPO 法人、自治会組織、PTA、企業の社会貢献活動、行政などの活動紹介です 
 

●と き：1０月２2 日（土）10 時～1５時 

●場 所：フレスポ鳥栖・１階ウェルカムコート 

●内 容：パネル展示（40 団体） 

（※体験会・相談会・販売・行政相談など） 

●参加費：無 料  
※詳細はお問合せください。 

 ＜お申込み、お問合せ先＞ 

とす市民活動センター ☎０９４２－８１－１８１５ 

  

■誘致 CSO との交流会「身近にある子どもの貧困に寄り添い、未来をサポート」 
～身近にある子どもの貧困について一緒に考えましょう～（仮） 

●と き：11月 6 日（日）13：30～15：30 

●会 場：ハッシュタグ鳥栖（フレスポ鳥栖 1階 サンカクヤさん隣） 

●講 演：一般社団法人子ども宅食応援団 

●参加費：無料 

●定 員：先着 30名(オンライン参加可能) 

 ※事前にお申込みください 

※詳細はお問合せください。 
＜お申込み、お問合せ先＞とす市民活動ネットワーク☎０９４２－８０－７１８４ 

 

■市民活動応援講座「助成金・補助金を上手に活用しよう！！」  
～助成金・補助金を学んでチャレンジしてみませんか～ 

●と き：11 月 12 日（土）13：30～15：00 

●会 場：とす市民活動センター 

●講 師：とす市民活動センター事務局 

●内 容：助成金・補助金について 

●定 員：先着 15名(事前要約) 

●参加費：無料 

  

＜お問い合わせ先＞とす市民活動センター TEL：0942－8１－1815 

         e-mail:tosusiminkatudou@kii.bbiq.jp 

２０２2 年 

10月号 

とす市民活動センター通信 79 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～ 



■クラウドファンディングを知ろう！！ 

 資金調達はファン捜し。インターネットの拡散力 

 を活用して活動の賛同者を募る手法を学びます。 

・とき：11月 15日（火）13：30～15：30 

・会場：とす市民活動センター 

・講師：柳田あかねさん 
（一財）ちくご川コミュニティ財団） 

・定員：10 人（1 団体から複数の参加をお勧めします） 

・参加費：無料(事前にお申込みください) 

※詳細はお問合せください。 

＜お問い合せ先＞とす市民活動ネットワーク 

       TEL：0942－80－7184 

イベント 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■「鳥栖市民の森の散策とリース作り」      
   市民の森を歩いてみよう＆クリスマスリース作り体験会 

・と き：11 月 26 日（土）9：30～12：00 

・場 所：鳥栖市民の森・栖の宿 

・内 容：市民の森の散策、木の実、葉っぱなど収集してリース作り 

・対 象：小学生とその保護者（人数制限有り） 

・定 員：30 人（事前予約・先着順） 

・参加費：無料 

 

※会場では、新型コロナ対策としてマスク着用、手指消毒、検温をお願いします。  

＜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  

       e-mail:tosusiminkatudou@kii.bbiq.jp  

 

 

■2022 年度佐賀県「CSO 提案型協働創出事業」  

～よりよい公共サービスのために～地域の課題解決を図る CSO からの提案を募集します！ 

 CSO（市民社会組織）が県や市町に対して、新たな公共サービスの担い手としての提案を行い、お互いに 

 話し合いをし、協働しながら、よりよい公共サービスの実現を目指します。 

・提案者：CSO（市民社会組織 NPO、ボランティアサークル、自治会、PTA 等） 

※提案内容を実施できる団体に限ります。 

・募集する提案：提案により新たに県が取り組む業務 

・募集締切：10 月 31 日(月)まで 

 ※詳細はお問い合せください。   

＜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  

■ふれあいステージ開催します！！ 
～地域で活動されている皆さんの発表の場～ 

・とき：11月 13日(日)11：00～15：30 

・場所：フレスポ鳥栖１階ウェルカムコート 

・内容：コンセール・エクラタン福岡による 

 弦楽四重奏（文化事業協会のアウトリーチ事業） 

 地域の皆さんの歌、フラダンス等 

・参加費：無料 

※詳細はお問合せください。 

 

＜お問い合せ先＞まちづくりスポット鳥栖 

       TEL：0942－8０－0711 

 

■パソコン教室 
個人レッスンのみです。（受講時間 1 時間） 

・とき：11 月 1 日・8 日・15 日・２2 日 

（火曜日） 

① 10：15～11：15 ③13：30～14：30 

② 11：30～12：30  

③ ※事前予約が必要です。 

・場所：とす市民活動センター 

・受講料：1,200 円（1 回） 

※パソコンがない方はご相談ください。 

＜お問合せ先＞とす市民活動センター 

       ☎0942－81－1815 

 

■パソコン教室 
個人レッスンのみです。（受講時間 1 時間） 

・とき：11 月 1 日・8 日・15 日・２2 日 

（火曜日） 

④ 10：15～11：15 ③13：30～14：30 

⑤ 11：30～12：30  

⑥ ※事前予約が必要です。 

・場所：とす市民活動センター 

・受講料：1,200 円（1 回） 

※パソコンがない方はご相談ください。 

＜お問合せ先＞とす市民活動センター 

       ☎0942－81－1815 

 
 

■「おもちゃ病院とす」開院（毎月第４日曜日） 

壊れたおもちゃをおもちゃドクターが治します！！ 

・とき：11月２7日（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） 

 
 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1480925631/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1ad1lLUjVadTI4cy9VNlFvMnFBanNxSS9BQUFBQUFBQWhrTS9Ia2JEWkVKd3ZQcy9zODAwL29tb2NoYV9yb2JvdC5wbmc-/RS=^ADBQop7z3gF657FhqZNtDRgxj2KGxI-;_ylt=A2RiouY_0ENYficA5iGU3uV7


とす市民活動センターより 

助成金・補助金情報 

 

助成金名 対象分野 応募・問い合わせ先 締切 

令和 5 年度「キリン・地

域のちから応援事業」 

保健、医療、福祉 

まちづくり、災害救援 

地域における障害児・

者、高齢者、子どもな

どの福祉向上、地域や

コミュニティの活性

化に関わるもの、他 

公益財団法人キリン福祉財団 

令和 5 年度「キリン・地域のちから応援

事業」事務局 

TEL：03－6837－7013 

 

 

10 月 31 日迄 

令和 5 年度「キリン・福

祉のちから開拓事業」 

保健、医療、福祉 

まちづくり、障害者福

祉分野、児童・青少年

育成分野のボランテ

ィアの活動で、全国や

広域にまたがるもの 

公益財団法人キリン福祉財団 

令和 5 年度「キリン・福祉のちから開拓

事業」事務局 

TEL：03－6837－7013 

 

10 月 31 日迄 

2023 年度 日本郵便

年賀寄附金配分事業 

社会福祉の増進、青少

年の健全育成のため

の社会教育、地球環境

の保全、健康保持増進

のためのスポーツ振

興、文化財の保護、他 

日本年賀寄附金 

 

https://www.post.japanpost.jp/kifu/ 

 

11 月 4 日迄 

 

※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 

 

■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。 

 

※ボランティア活動に参加されたい方はとす市民活動センターまでご連絡下さい。 

 ボランティア募集をされたい団体は、内容がわかるチラシ又は資料をお持ちいただくか、メールでご連絡 

 ください。詳細はお問い合せください。 

 

＜お問い合せ先＞とす市民活動活動センターTEL：0942－81－1815 

 

 

【災害ボランティア登録受付について】 
鳥栖市社会福祉協議会では、鳥栖市及び近隣市町村で災害が発生した際に、災害ボランティアをしていただけ

る方の登録を随時受付けています。 

災害が発生した際に、鳥栖市社会福祉協議会から依頼が入りますので、対応が可能な方にボランティアとし

て活動いただきます。自然災害はいつどこで発生するかわかりません。何年も依頼がない場合や、逆に短い

期間に複数回の依頼がある場合も想定されますので、その旨ご了承ください。 

〈登録方法〉鳥栖市社会福祉協議会へ登録申込書を提出ください。 

（※申込書は、鳥栖市社会福祉協議会にあります。ＨＰからも出力できます。） 

〈お問合せ先〉（社福）鳥栖市社会福祉協議会（鳥栖市元町１２２８番地１）※詳細はお問合せ下さい。 

☎０９４２－８５－３５５５ e-mail tosu-shakyo@cyber.ocn.ne.jp 

（※ボランティア…自主的に社会事業などに参加し、奉仕活動をする人） 

mailto:tosu-shakyo@cyber.ocn.ne.jp


 

とす市民活動センターより 

 

■市民協働研修会「おたがいさまのまちづくり」Ⅳ開催！！ 
 1０月 1日（土）13時３０分より市役所 3階大会議室で市民協働研修会を開催しました。 

 テーマ：「地域でとり組む防災」～防災・災害時のそれぞれの役割と備え～ 

講師は、大月浩靖さん（三重県いなべ市防災課 課長補佐、総務省災害マネジメント統括支援員）とし

て全国で活躍されている方です。参加者は、市民団体 2２名、行政関係者 2３名でした。 

 主な講義の内容は、 

・近年の災害と今後求められることについて、 

・報道の大切さ情報発信が多いとボランティア、物資、人が集まりやすくなる。 

・災害時における（災害対応の情報共有）NPO 連携の必要性など 

 後半は、グループワークでした。 

・災害時に情報を拾い上げるための主体となる人、組織は・・ 

・どんな困りごと、被災地でおこる求められるものは・・ 

 について意見を出し合い、お互いに確認することができました。 

参加された方は、今後もこのような研修会を希望されていました。 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

■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 

 

■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、相談希望日の 1週間前までに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 

＜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    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/
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