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は じ め に

鳥栖市では、市民活動団体の皆さんによる“地域力”を活かし
たまちづくりを積極的に推進していくこと、また、市民の皆様へ
情報発信することで市民活動に参加する機会を提供したいと考え
ガイドブックを作成しています。

この冊子は、市内を中心に活動するＮＰＯやボランティア団体

の情報を掲載し、「鳥栖市で活動している団体が知りたい」、

「ボランティアをしたい」などの問い合わせの際に活用していた

だいております。
今日、様々な分野での専門性、機動性を活かした活動により、

市民活動団体の重要性が認識されており、多くの人々がボラン
ティア活動や市民活動に携わるようになっています。

この冊子が、多くの市民の方への団体の活動内容の情報提供の

一助となり、「何か活動をしてみよう」というきっかけや、活動

団体間の交流の活性化につながれば幸いに存じます。
最後になりましたが、本冊子作成にご協力いただきました団体

の皆様に心より感謝申し上げます。

令和2年10月

鳥 栖 市



お願い
このガイドブックは、市民のボランティアや市民活動を支援することを目

的に作成したものです。営業の目的、政治・宗教などの勧誘目的、その他ボ
ランティアや市民活動以外の活動目的に利用することはお断りします。

　記載は、主要活動分野ごとの５０音順です。

今回ガイドブックに掲載している団体は、「鳥栖市を中心に、自主的・自
発的に社会性を伴う活動を行っている団体」です。

掲載団体は、NPO法人やボランティア団体などの、活動組織の形態にはこ
だわらず、鳥栖市内で公益的活動をされている市民団体について掲載してい
ます。

　令和2年8月までに市で把握できている団体について掲載しています。

　情報は、令和2年8月現在のものです。

掲載団体について

お問い合わせ先

鳥栖市 市民環境部 市民協働推進課 市民協働係

〒841-8511 鳥栖市宿町１１１８番地

Tel：0942-85-3576 Fax：0942-83-3310

Eメール：kyoudou＠city.tosu.lg.jp
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❶保健・医療・福祉
№１

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数

活動日

№２
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １２人 男　　人 女１２人

活動日

ホームページ なし

会費の有無 なし

平成７年３月
〒841-0051　鳥栖市元町１２２８番地１
鳥栖市社会福祉会館内

公募はしてません。（個人的にお誘いしています。）

【団体ＰＲ】６０～８０才までの女性の会です。
月１回の定例会は、お茶をしながらのおしゃべりタイムです。

【設立趣旨】地域の施設、学校等の行事に少しでもお手伝いができればと思い設立し活動してい
く。

主な活動分野

活動場所（地域） 鳥栖市内
定例会：毎月第１水曜日、真心の園：毎
週木・金・土、その他：不定期

【活動内容】
・小学校の家庭科のお手伝い。
・地域食堂「あさひキッチン実行委員会」のお手伝い
・真心の園のデイサービスのお手伝いほか。

会員募集

①保健・医療・福祉 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

鳥栖市社会福祉会館内
TEL　０９４２－８５－３５５５

大隈　直美 会則の有無

Fax　０９４２－８５－３６１７

トクテイヒエイリカツドウホウジン　アケボノセンター

特定非営利活動法人　あけぼのセンター

〒841‐0038　鳥栖市古野町６７６番地２ 平成18年12月1日

久石　祥浩 会則の有無

TEL　０９４２－８４－０７０６ Fax　０９４２－８５－８５０７ Eメール　akebono@feel.ocn.ne.jp

通所者：３５人

活動場所（地域）
鳥栖市・みやき町・基山町・上
峰町及び周辺地区 月曜日～金曜日　（週５日間）

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

【設立趣旨】障害者総合支援法に基づく就労継続支援Ｂ型事業所
生産活動等の機会を提供することで、知識及び能力向上のための訓練を行い、利用者の自立を目指
す。

【活動内容】軽作業を通じた楽しい訓練（紙袋加工、箱作り、グロメットのバリ取り等）

【団体PR】見学、研修の方から明るい雰囲気と言われます。

ホームページ なし

Eメール

旭・つくしの会

アサヒ・ツクシノカイ

会員募集 見学、体験的通所以外は、市町への申請手続きが必要です。

会費の有無 なし

1



❶保健・医療・福祉
№３

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １５人 男８人 女７人

活動日

№４ 
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数     人 男　 人 女　 人

活動日

ホームページ 近々開設予定

３６５日

会費の有無

http://www.tosakusan.com/

活動場所（地域） 鳥栖市内

鳥栖市内及び
佐賀市久保泉町 ３６５日

【団体ＰＲ】地域において高齢者、障がい者（児）、子ども、誰もが一つ屋根の下で自然に集い、介護
や 生きがい、子育てなどの生活支援を行っています。 平成27年5月より鳥栖市で初めての障がい者
（児）　対応の基準該当ｻｰﾋﾞｽが始まりました。障がい者（児）の方々の選択肢がより広がりました。

ホームページ

会員募集 していない。

Fax　０９４２－５０－５１６０ Eメール　advancetosu@utopia.ocn.ne.jp

ＮＰＯ法人　アライブ(旧　特定非営利活動法人　とさくさん)

エヌピーオーホウジン　アライブ(キュウ　トクテイヒエイリカツドウホウジン　トサクサン）

【活動内容】
1．介護保険法に基づく居宅介護支援等に関する事業 2．高齢者、障がい者、子ども等の支援に関する事業 3、有料老人ホー
ムの設置及び運営に関する事業 4．障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、一般・特定相談支援事業 5.児童
福祉法に基づく障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業　6．その他この法人の目的を達するために必要な事業

活動場所（地域）

特定非営利活動法人　アドバンス

トクテイヒエイリカツドウホウジン　アドバンス

平成17年4月1日

理事長　水田　晃彦 会則の有無

〒841‐0038　鳥栖市古野町２２４番地１

会員募集 していない

会費の有無
正会員（入会金３，０００円、年会費５，０
００円）賛助会員１口１０，０００円/年

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

【活動内容】障害福祉サービスを主体に入居者への相談・生活支援と雇用支援と人権啓発、親睦活動等
に取り組んでいます。平成２４年１０月１日に新たに就労支援事業所を佐賀市久保泉町に開所しまし
た。給食業務のうち、洗浄作業の委託を受け利用者２０名が元気に作業しています。
・就労継続支援Ａ型事業（新事業）
【団体PR】知的障害者の社会的な自立と地位の向上を目標に運営しています。

【設立趣旨】知的・精神障害者１２名を２つのグループホームにおいて、相談・生活援助（居住・
給食・生活指導等）を行う。

平成17年11月1日

理事長　市丸　勝義 会則の有無

〒841-0012　鳥栖市田代昌町５番地

【設立趣旨】高齢者の増加により介護の問題がクローズアップされている現在、誰もがこの問題を通り
こさなければならない。障がいを持つ人や高齢者、子ども、その家族が住み慣れた地域で、安心でき、
笑いがあふれる生活の場を作り、地域福祉の増進に寄与したいと考えている。
　　　　　　　　　　　　　　　　明るく　楽しく　笑う

主な活動分野 ①保健・医療・福祉 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

岩村　康彦
TEL　０９４２－８４－８０８７

Fax　０９４２－４８－３７７０ Eメール　kaigo@tosakusan.com

島ノ江　稔
TEL　０９４２－４８－３４８９
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❶保健・医療・福祉
№５

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １０人 男８人 女２人

活動日

№６
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １１０人 男２人 女１０８人

活動日
鳥栖北（2教室）、鳥栖分館（２教室）、若葉、麓各まちづくり
推進センター、田代本町、本通町の各公民館他

会員募集 している

会費の有無

活動場所（地域）

月額２,０００円
（入会費１,０００円）

会費の有無 月：５００円

ホームページ

アルコールモンダイヲカンガエル　トスシュガイシャトカゾクノカイ

ホームページ

活動場所（地域）
鳥栖、三養基地区中心、佐賀
県、近県もあります。

毎月第１木曜日（家族会）
第1、2、4木曜日（ミーティング）

特定非営利活動法人　生命の貯蓄体操普及会鳥栖支部

会員募集

Eメール

〒841-0033　鳥栖市本通町２丁目１０３７－３

【設立趣旨】社団法人生命の貯蓄体操普及会の設立趣旨に添って、広く地域住民の健康長寿づくりのため、東洋
医学の考え方を基礎とした生命の貯蓄体操（日本式氣巧養生術）の普及等を行い疾病予防と健康増進に寄与するこ
とを目的としています。（昭和５７年市で取り入れ、昭和６２年に鳥栖クラブ結成。平成３年に会員運営の会にな
る。平成２０年５月から特定非営利活動法人となる。）

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

鳥栖市内全域

随時しています。まずは、連絡ください。

トクテイヒエイリカツドウホウジン　イノチノチョチクタイソウフキュウカイトスシブ

【活動内容】教室の指導は普及会の許可を得た者が行うもので、現在 市には９の教室があり、それぞれ週１回
の体操を行っています。鳥栖北まちづくり推進センターを拠点に“自分の健康は、自分でつくる”を目標に会員皆
で励ましあって体操を続けています。初心者コースを開催し市民の方に体験の場を提供してます。

アルコール問題を考える　鳥栖酒害者と家族の会

Fax　０９４２－８４－２４２７ Eメール

主な活動分野

【団体ＰＲ】アルコール問題は克服できます。
私達と回復を信じて勉強しましょう。
必ず幸福な家庭生活にもどれます。

平成11年10月14日

山口　貞憲 会則の有無

〒841‐0047　鳥栖市今泉町2152南部団地ＲＣ－２棟236

【設立趣旨】アルコール依存者とその家族の社会復帰及び社会参加に向けての自助グループ、市民
グループとしての活動
一人でも多くの回復者を目指しています。

①保健・医療・福祉

TEL　０９４２－８４－２４２７

【活動内容】アルコール依存者、その家族の回復のためのプログラム、月１回の家族会、月３回の
ミーティングを開催し多くの回復者がそだっています。また、アルコール問題で苦しんでいる仲間
家族を救済と共に断酒に励んで活動を行っています。

【団体ＰＲ】この体操は、東洋の養生術の健康づくりです。丹田呼吸を行い、経絡線を刺激する導引法が自然治
癒力を高めます。「要の操法」「五導術」「組み操法」の組み合わせで効果を発揮します。反動や体重を利用して
ゆっくり行う体操ですから、子どもから高齢者まで誰でも気軽にでき、介護予防になります。毎日の体のお手入れ
に取り入れていただければ、体質の改善につながります。新年会もあり会員の親睦も行っています。

平成３年１１月

会長　　尼寺　はつみ 会則の有無

TEL　０９４２－８２－４２６９ Fax　０９４２－８２－４２６９
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❶保健・医療・福祉
№７

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２０人 男　０人 女　２０人

活動日

№８
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １０人 男　１人 女　９人

活動日

ホームページ

平成18年4月1日

【設立趣旨】許可外保育施設から法人化することで、新たに児童発達支援を立ち上げ、子どもたち
を多く受け入れることとした。

主な活動分野 ①保健・福祉 ⑩子育て・子ども･青少年健全育成

TEL　０９４２－８３－２９７７ Fax　０９４２－８３－２６２２
Eメール

jidouroomsumairu@yahoo.co.jp

活動場所（地域） 鳥栖市及び周辺地域

ホームページ http://egao-ippai..jp

【活動内容】小規模保育事業・児童発達支援・放課後等デイサービス

【団体ＰＲ】子どもたちを預かり、支援する仕事です。
子どもたち、働いているお母さん、障がいを持つ子のお母さん、みんなが笑顔で過ごせるように、
日々の保育や療育を職員一同、頑張っています。

会員募集 している

会費の有無 ５００円

NPO手のひらの会

エヌピーオー　テノヒラノカイ

鈴木　登美子 会則の有無

月～土（７：３０～１９：００）

平成24年2月17日

 山村 ひさ子 会則の有無

〒841‐0054　鳥栖市蔵上2丁目166番地

特定非営利活動法人　笑顔いっぱい

トクテイヒエイリカツドウホウジン　エガオイッパイ

〒841-0051  鳥栖市元町１２２８番地１
鳥栖市社会福祉会館内

主な活動分野

Eメール
鈴木登美子
TEL　０９０－５０８９－８１９８

Fax

①保健・医療・福祉

活動場所（地域） 鳥栖市内
毎月第３木曜日１０:３０～１２：００　（定例会）現在５箇所
の施設訪問、各まちづくりセンターに月３回程度訪問している

【設立趣旨】心と身体を癒すセラピュ―ティック・ケアでボランティア活動を行うことを目的とす
る。

⑬子育て・子ども・青少年健全育成

【活動内容】・高齢者福祉施設・グループホーム・地域のいきいきサロン・まちづくり推進セン
ター等を訪問し、ケア活動を行う。
・各イベント等で体験コーナーを開催

【団体ＰＲ】活動に参加するには養成講座を受講しなければなりませんが皆様から「気持ち良かっ
た」の笑顔がいただけます。

会員募集 有

会費の有無 年１，０００円
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❶保健・医療・福祉
№９

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２９人 男１８人 女１１人

活動日

№１０
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １３人 男　５人 女　８人

活動日

トクテイヒエイリカツドウホウジン　オセッカイコウボウ　サプリ

Fax　０９４２－５５－４６６４ Eメール　npo.sapuri@outlook.jp

月～金曜日（土・日曜日活動の場合あ
り)午前９時３０分～午後３時３０分

活動場所（地域） 鳥栖市・基山町・みやき町

平成２３年１０月

田中　美穂 会則の有無

会費の有無

主な活動分野 ①福祉

特定非営利活動法人　おせっかい工房　咲風里

特定非営利活動法人　NPOわかば

トクテイヒエイリカツドウホウジン　エヌピーオーワカバ

会則の有無

〒841‐0062　鳥栖市幸津町1618番地2

【活動内容】現在、知的障害者の方々が月曜日から金曜日、９時３０分～１５時３０分まで働いています。全員
通勤で送迎車を利用したり、自転車、徒歩で出勤しています。企業より委託を受け、部品の組立や、外の仕事とし
て駅や公園の清掃や廃品回収、配達、毎月第２木曜日（市役所）第４木曜日（福祉会館）にて商品を販売していま
す。総務省の認可により、佐賀県庁の特定信書便の配送業務も行っています。

平成8年5月1日

森田　紀男

【設立趣旨】特別支援学校校卒業後、施設が満杯で在宅を余儀なくされている人達や、就労した人
達がリストラにあって働く場所をなくすなど、就労困難な人達のため、地域で福祉的就労の場所を
提供しています。

TEL　０９４２－８４－２００４

【団体ＰＲ】私たちは地域精神保健福祉活動の担い手として、メンタルヘルス不調の予防や再発の予防
のための教育と、再発の予防のためのケアを行いながら、社会の貴重な人材である働く方々が元気で生
き生きと活躍できるように、長年にわたり支えています。

ホームページ http://npo-sapuri.com

会員募集 随時受付中

会費の有無 正会員：入会費3,000円・年会費6,000円 賛
助会員・入会費なし：年会費3,000円

活動場所（地域）
鳥栖市、佐賀市、基山町、福岡市、北九州
市、久留米市、太宰府市、筑紫野市、小郡
市、大川市など

日曜日～土曜日（月曜日除く）

〒841‐0201

佐賀県三養基郡基山町大字小倉337-51

【活動内容】ストレスマネジメントやセルフケアの教育、実践的なケアを行う他、カフェでの小集団・
対面式の講座や無料相談会なども開催しています。また、自己・他者理解したい方には３年間にわたる
実践的カウンセリング講座も用意しています。詳細についてはＨＰやフェイスブックをご覧ください。

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

ホームページ

TEL　０９４２－５５－４６６４

【設立趣旨】咲風里は、こころの健康に問題がある人、こころの健康に関心がある大人を対象に、生活
指導・自己管理の課題に対する解決策の提案や支援をしています。地域のメンタルヘルスケアの担い手
として、暮らしに身近な場所で心理社会面のトータルな支援を目指します。

なし

Fax　０９４２－８４－２００４ Eメール　npowakaba@royal.ocn.ne.jp

【団体ＰＲ】知的障害者本人の自立支援と社会参加を目指して仕事を通じて支援を行っています。楽し
い職場で働いた工賃をすべて利用者へ支払っています。
また、年２回の賞与も支給しています。その他、食事会、旅行、地域との交流など数多く行っていま
す。

会員募集 なし
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❶保健・医療・福祉
№１１

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２１人 男１７人 女４人

活動日

№１２
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １７人 男　０人 女１７人

活動日

ホームページ http://www.fukushi-ｇｒｅｅｎｃｏｏｐ.or.jp

会費の有無
出資金入会時1万円
退会時返金

【活動内容】家事全般、育児全般、介護介助全般、その他豊かな地域生活を支えるサービス活動。
そのための会員による総会、月一度の定例会、運営委員会、ケア会議など。

活動場所（地域）

Eメール　g0weld@greencoop.or.jp

Fax　０９４２－８５－９１５１ Eメール：  ｋadanh21r2@go-kadan.com　　

随時

平成12年4月15日

３６５日佐賀県内・福岡県内

TEL　０９４２－８５－９１５１

活動場所（地域） 鳥栖市と三養基郡とその周辺 いつも

【設立趣旨】赤ちゃんからお年寄りまで誰もが安心して暮らせる地域福祉社会を目指して、地域の
中に助け合い、支え合う元気を呼び起し、一人でも多くの方のお役に立ちたいと設立しました。

主な活動分野 ①保健・医療・福祉 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【団体ＰＲ】利用者本位で困った時はお互い様のサービスを心がけてます。わずかばかりの（微力
な）助っ人になりたい、美しい（び）心の助っ人になりたいという思いでがんばります。「微助っ
人」「美助っと」「びすけっと」

会員募集 募集中

社会福祉法人　ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ　労働協同組合ﾜｰｶｰｽﾞ “びすけっと”鳥栖

ホームページアドレス http://www.go-kadan.com

【団体ＰＲ】鳥栖と小郡に事業所があります。障害のある方々の充実した生活のため！を念頭にお
き、メンバー・スタッフ一同奮闘しながらも楽しい日々を送っております。

【活動内容】就労支援継続B型＝作業を通して生活や就労に必要なことを習得されるよう取り組みま
す。就労支援も行っています。共同生活援助＝住居の場を提供いたします。一人暮らし、生活力を身に
つけたい、いろんな夢を応援します。生活介護＝重い障害をもった方が、その人らしく生き生きと日中
過ごせる環境づくりを支援します。

【設立趣旨】障害のある方々が、充実した生活を送られるよう。また、その方を支えるご家族の
方々にも、ご本人さんが地域で生活されることに安心感を抱いて頂けるよう。地域生活を支援して
いきます。

会則の有無

〒841-0062　　鳥栖市幸津町980-1

社会福祉法人　かだん

令和2年3月25日

柳瀬　利江

シャカイフクシホウジン　カダン

会則の有無

会費の有無 無

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ　ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ　ﾛｳﾄﾞｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾜｰｶｰｽﾞ“ビスケット”　トス

〒841-0055　鳥栖市養父町35-1-2　コーポヒロ103号

TEL　０９４２-８３-１９４４ Fax　０９４２-８０-１７３７

光安　奈保美

会員募集

主な活動分野 ①保健・医療・福祉
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❶保健・医療・福祉
№１３

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １４人 男　０人 女　１４人

活動日

№１４
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２２人 男　　人 女　　人

活動日

活動場所（地域） 鳥栖市内 月4回程度　14：00～15：00

ホームページ

シャカイフクシホウジン　コスモスカイ　コスモスユメコウボウ

社会福祉法人　コスモス会　コスモス夢工房

【設立趣旨】高齢者福祉施設、又は独居者宅を訪問して傾聴を行い、心を癒す事を目的とする。

【活動内容】どんな話に対しても否定せず、心に寄り添いありのままを受け止めて、悩み不安を緩和す
る心のケアを行う。

【団体ＰＲ】会員は専門家の傾聴講座を受講しており、守秘義務のもとに活動しています。

会員募集 していない。

会費の有無 有　年額500円

TEL　0942-85-3455 Fax　0942－85－3617 Eメール　tosu-sｈakyo@cyber.ocn.ne.jp

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

ケイチョウボランティア　ココロノカイ

傾聴ボランティア　こころの会

〒８４１－００５１　鳥栖市元町1228番地1
鳥栖市社会福祉協議会内

平成22年4月

今村　幸子 会則の有無

Fax　０９４２－８４－２５１１
Eメール
cosmos-yumekoubou@shore.ocn.ne.jp

ホームページ http://cosmos-yume-koubou.jimdo.com/

している（随時）

活動場所（地域） 鳥栖市秋葉町１丁目９７６番地２ 火曜日～土曜日

会員募集

会費の有無

【活動内容】買い物学習や作業活動を行うことで、社会参加の促進を図ると共に､かりんとう、パン、
ケーキ、ポプリ、アクリルタワシ等をボランティアの方々と共に作っています。
第１・３土曜日は和太鼓、第２・４土曜日はリズムダンスをしています。

【団体ＰＲ】老人ホームや他の障がい者の作業の夏祭りなどに和太鼓の演奏やリズムダンスをして
活動しています。イベントなどの販売で通所作業生と地域の方々との交流を図っています。近くに
お越しの際は、ぜひ遊びに来てください。

平成１８年２月

山内　照代 会則の有無

〒841-0036　鳥栖市秋葉町１丁目９７６番地２

【設立趣旨】障がい児、障がい者等社会的弱者に対して、社会復帰の促進及び自立と社会参加の促
進に関する事業を行い、よりよい社会の構築に寄与することを目的とする。

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

TEL　０９４２－８４－２５１１
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❶保健・医療・福祉
№１５

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ７人 男　０人 女７人

活動日

№１６
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ５人 男３人 女２人

活動日

Eメール

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

トクテイヒエイリカツドウホウジン　サガケンダンシュレンゴウカイ　 トスダンシュカイ

特定非営利活動法人　佐賀県断酒連合会　鳥栖断酒会

〒841‐0045　鳥栖市安楽寺町７６４ー４９ 平成10年8月1日

志田　順司 会則の有無

【設立趣旨】アルコール依存症とその家族の救済のため。

TEL　０９４２－８２－５８８７ Fax

【活動内容】全国組織である、公益社団法人全日本断酒連盟と共に、県内はもちろん九州各県、ま
た全国の断酒会、友好関係を保持して組織運営を開催している。

【団体ＰＲ】アルコール関係で悩んでいる人とその家族、医療、行政の方など誰でも参加できる。

会員募集 随時

【活動内容】「宿町食堂（鳥栖市みんなの食堂）」月1回開催（第2土曜）

主な活動分野 ①保健・医療・福祉 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

TEL　080-7985-8288

（飯田美紀）

【設立趣旨】地域に生活する住民誰もが気軽に集い、楽しく交流する場を提供する。地域に密着し
た地域福祉活動を目的とする。地域に根差した福祉活動を推進し、地域活性化を目指す。

活動場所（地域） 鳥栖市内 随時

会費の有無

活動場所（地域）

ホームページ

【団体ＰＲ】住んでいる街を住みたい街に！誰もが生き生きと、その人らしく過ごせるよう地域活
性化の活動を推進していきます。

ホームページ

会員募集 募集中

会費の有無

　コミュニティビスケット

コミュニティびすけっと

平成29年5月1日〒841-0055　鳥栖市養父町35-1-2　コーポヒロ103号

月1,500円

佐賀県内はもちろん、九州、全国
的

毎月第１、第３月曜日鳥栖市民文化会
館　（19:00～21:00）
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光安　奈保美 会則の有無

Fax　０９４２-８０-１７３７ Eメール　g0weld@greencoop.or.jp

初年度年会費1,000円
次年度より年会費3,000円



❶保健・医療・福祉
№１７

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２９人 男１０人 女１９人

活動日

№１８
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 福島　義毅 会則の有無 有 無

連絡先 Fax Eメール

なし 会員数 １４人 男　５人 女　９人

活動日

芹田　洋志 会則の有無

Fax　０９４２－５０－５１２４ Eメール　info@npo-sumika.jp

６，０００円 /年（正会員）※会員でない
方も、活動にはご参加いただけます。

依頼を受けた施設と協議の上決定

会員募集

TEL　０９0-1165-8296

日本舞踊、歌、その他に趣味のある方

会費の有無

【設立趣旨】近年、65才以上の高齢者が日本人口に占める割合が1/4を突破し、さらに増加して行
くものと思われます。私達は依頼を受けた施設を訪問し、そこで生活して居られる人達に見てもら
い喜んで頂けたらと思い設立した。

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

【団体ＰＲ】

活動場所（地域） 鳥栖市及周辺市町

スミレカイ

【活動内容】依頼を受けた施設を訪問し日本舞踊、歌、手品、楽器演奏などを演じ施設などに居ら
れる人達に見てもらい楽しんで頂けるよう活動しております。

平成25年7月1日

http://npo-sumika.jp/

【設立趣旨】「障害のある人や家族が生涯にわたっていきいきと生活するための仕組みづくり」
「支援者やボランティアがやりがいを持って活動に取り組むための支援」「地域の人達と共に支え
合いながら暮らすための相互理解を促す活動」を行う。

主な活動分野

会費の有無

①保健・医療・福祉

【活動内容】ほっとスペース(委託）・動作法・外出活動などの休日支援、さんかく【放課後等デ
イサービス】や中原特別支援学校放課後児童クラブゆう(委託）による障害のある子どもの支援、
福祉や市民活動に関する出張講演などを行っています。

【団体ＰＲ】私たちは、たくさんの皆さんと共に、この地域を誰にとっても住みよいまちにしてい
きたいと思っています。時にはサービスを利用したり、時にはボランティアとしてかかわったり、
いろんな方法で参加していただければ幸いです。

〒841‐0066　鳥栖市儀徳町３２６２－１

⑩子育て・子ども・青少年健全育成

TEL　０９４２－８３－７６３８

特定非営利活動法人　しょうがい生活支援の会すみか

会員募集

すみれ会

〒841-0052　鳥栖市宿町１２８２－１

活動場所（地域） 鳥栖市、みやき町など
随時（活動により異なりますのでお問い
合わせ下さい）

している。

ホームページ

ホームページ

トクテイヒエイリカツドウホウジン　ショウガイセイカツシエンノカイスミカ

平成16年12月1日
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❶保健・医療・福祉
№１９

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ３０人 男　　人 女　　人

活動日

№２０
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２２人 男１１人 女１１人

活動日

理事長　高尾　一弘

平成19年4月1日

①保健・医療・福祉

【設立趣旨】障がい者や高齢者に対して自立した日常生活を営むことができるように、地域の特性や利用者の状
況に応じた事業を効率的、効果的に実施し、障がい福祉の増進を図るとともに障がいの有無にかかわらず人格と個
性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。

【団体ＰＲ】鳥栖・三養基地区の障がいのある方、その保護者、各種事業所、地域などからの相談
に応じ、地域の相談支援体制や支援のネットワークの構築を応援します。

会員募集 している（随時）

Fax　０９４２－８５－９００３
Eメール

so-sodan@tosumiyaki-sodan.or.jp

（月～金）９時～18時（土）９時～17時
日祝祭日及び平日時間外は、転送電話で対応。
(事前予約の場合は、上記のとおりではありません）

主な活動分野

ホームページ http://www.tosumiyaki-sodan.or.jp

【活動内容】本人の保健、福祉、医療の増進を図るために、各種サービスの利用に関する情報提供、専門機関の紹介、各種
サービス等の調整を行います。また、具体的な業務としては、①基幹相談支援センターとしての業務②委託相談：日常生活全般
にわたる様々な相談③認定調査業務④児者に対するサービス等利用計画書作成・移行定着支援等の業務⑤障害者虐待防止セン
ター業務⑥街づくりに向けた鳥栖・三養基地域自立支援協議会の運営協力⑦その他関連の業務を行っています。

TEL　０９４２－８７－８９５６

①保健・医療・福祉

会員募集

トクテイヒエイリカツドウホウジン　ゼンリョクシッソウ

【活動内容】保健、医療又は福祉の増進を図る活動
①障害福祉サービス事業　②地域住民と障害者の交流事業
③地域の児童と障害者の交流事業　④その他この法人の目的を達成するために必要な事業

【団体ＰＲ】障がいをお持ちの方々の「やる気・元気・個性」を大切にし、色々な授産活動を提供、少しでも多

くの工賃を得てもらい、利用者の生活の質の向上を目指します。現在、8名の方々が利用され、毎日仕事頑張って
おります。また、イベントや行事に積極的に参加し、地域の人々や子供たちと積極的に交流を図ります。

平成23年8月10日

居石　晋弥 会則の有無

〒841‐0067　鳥栖市儀徳町２６５０ー２

【設立趣旨】鳥栖市及び周辺地域に居住する障害者に対して、福祉に関する事業を行い、地域社会
の発展に寄与することを目的とします。具体的には、障害者のひとりひとりの「やる気、元気、個
性」が活かされるよう法人を目指します。

主な活動分野

会費の有無

活動場所（地域） 鳥栖市内及び周辺地域

特定非営利活動法人　全力疾走

TEL　０９４２－５０－８８５７
携帯　０９０－２７１６－５９３０

Fax　０９４２－５０－８８５７ Eメール　x3b8y9@bma.biglobe.ne.jp

有

会則の有無

随時

月～日（不定期）

〒841‐0052　鳥栖市宿町１０４１番地３

ホームページ

特定非営利活動法人　総合相談支援センター　キャッチ

トクテイヒエイリカツドウホウジン　ソウゴウソウダンシエンセンター　キャッチ

会費の有無
入会金１,０００円
年会費３,０００円

活動場所（地域）
佐賀県東部圏域： 鳥栖市、
みやき町、基山町、上峰町
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❶保健・医療・福祉
№２１

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 　　６人 男　　０人 女　６人

活動日

№２２
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ５人 男　１人 女　４人

活動日

テンヤクボランティア　ヒマワリ

会則の有無

〒841‐0051  鳥栖市元町１２８８番地１
鳥栖市社会福祉会館内

主な活動分野 ① 保健・医療・福祉

EメールFax　０９４２－８５－３６１７

【設立趣旨】
・視覚障がい者の福祉増進
・青少年にボランティア精神育成の一環として点訳指導

ホームページ なし

【団体ＰＲ】点訳を学習しながら、マイペースで充実した活動をしています。初心者大歓迎！

毎週木曜日１９：３０～２１：００

している。

会費の有無 有　年200円

活動場所（地域） 鳥栖市社会福祉会館

鳥栖市社会福祉会館内
TEL０９４２－８５－３５５５

【活動内容】
・広報誌（市報・ふれあい）、カレンダー、絵本、図書、依頼文等の点訳
・点訳書：すべて寄贈（視覚障がい者、小・中学校、市立図書館、盲学校）

平成9年7月20日

点訳ボランティア　ひまわり

している。ちぎり絵作りのお手伝いができる方（研修が数回あり）。

社協・グループホーム活動場所（地域）

夏井　恵子

【活動内容】グループホームの入所者と一緒に作品を作りながら楽しく会話し、ふれあう。会員のスキ
ルアップ等

【団体ＰＲ】和紙を使って、季節の草花や果物などを題材にちぎり紙を作りグループホームやボラ連の
支援広場で楽しく活動している。

毎月第2、第4火曜日　13：30～15：30

ホームページ

会費の有無

〒841-0068　鳥栖市あさひ新町940-54

【設立趣旨】高齢の方のちぎり絵の作品作りをお手伝いして、一緒に季節を楽しみ交流する。ちぎ
り絵作りを通じて、高齢の方の心が癒され、手を適度に動かすことで元気になれるように設立しま
した。

主な活動分野

Eメール

①保健・医療・福祉

Fax　0942-81-2348TEL　090-9598-4156

チギリエボランティアナゴミ

ちぎり絵ボランティアなごみ

平成２１年３月

紺屋　きみ子

会員募集
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❶保健・医療・福祉
№２３

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １２３人 男1人 女１２２人

活動日

№２４
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １０８人 男５１人 女５７人

活動日

ホームページ

トスシ　シンショウシャ　フクシキョウカイ

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

鳥栖市身障者福祉協会

〒841‐0038　鳥栖市古野町６７６ー２

【活動内容】①福利厚生事業:生活相談・就職相談・医療相談・住宅相談・結婚相談
②体育:スポーツ大会・ゲートボール大会・グラウンドゴルフ大会・体育祭
③文化事業:会報（ふれあい新聞）発行・花・陶芸・絵・書道・洋裁教室など
④その他:囲碁・将棋・親睦会

Eメール

npotosusagyousyo@kud.biglobe.ne.jp

昭和58年6月25日

会則の有無会長　小椎尾　嘉明

活動場所（地域）
まちづくり推進センター及び保
健センター

TEL　０９４２－８４－０６２２

【団体ＰＲ】身体に障がいがある方々の団体ですから、お互いに理解しあい、家族も含め地域の皆
さんとともに交流を深め、福祉の向上につとめています。

Fax０９４２－８４－０６２２

【設立趣旨】身体障害者に対して、社会復帰の促進及び自立と社会参加の促進に関する事業を行
い、よりよい社会の構築に寄与することを目的としています。

活動場所（地域） 不定期

会員募集 している。

会費の有無

年5回の研修会及びまちづくり推進セ
ンターでの伝達活動

会員募集 随時（鳥栖市内で身体障害者手帳を持っておられる方）

会費の有無
年額１，２００円 一家族で２
人の場合は１人は６００円

鳥栖市身障者福祉協会

【団体ＰＲ】おいしくバランスのとれた食事は健康の基本ですが、自分で食生活を改善することは容易ではあり
ません。そんな時身近な相談役となるのが、食生活改善推進員です。健康づくりの案内役として全国組織で活動し
ています。自分自身が健康になり家族や周囲の方々にも健康づくりのお手伝いができるやりがいのある団体です。

平成３年４月

中島　美由紀 会則の有無

〒841‐0037　鳥栖市本町３丁目１４９６番地１
　鳥栖市健康増進課内

【設立趣旨】昭和６１年度から食生活改善推進員養成講座を開講していたが、平成３年に保健センター
開設とともに市民の健康づくりと社会福祉の向上を推進するため食生活改善の実践活動をとおしてその
実現を期することを目的として協議会を結成。食生活改善の実践活動を通じて、地域に根差した健康づ
くりの案内役としての役割を担っている。

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

あり。　２，０００円/年

③まちづくり

鳥栖市健康増進課内
TEL　０９４２－８５－３６５０

Fax　０９４２－８５－３６５２ Eメール　kenkou@city.tosu.lg.jp

【活動内容】「私達の健康は私達の手で」を合言葉に、まちづくり推進センター等で食生活改善の伝達
講習を行うなど市民の健康づくりのお手伝いをしている。また、会員研修を行うとともに、市の保健事
業協力やPTA、観光協会などの団体との協力事業も行っている。

ホームページ

鳥栖市食生活改善推進協議会

トスシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ
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❶保健・医療・福祉
№２５

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １８人 男０人 女１８人

活動日

№２６
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １１０人 男　　人 女　　人

活動日

http://www.pacjp.com/tosuhand.htmlホームページ

Eメール　makizaki_s@pacjp.com

⑩子育て・子ども・青少年健全育成

鳥栖市 （他の市町にも同様
の団体があります） 役員会、1回/月。　各部会：随時。

【活動内容】鳥栖市手をつなぐ育成会には、「就学前・学校部会」、「在宅者部会」及び「施設部会」の3つのグループがあります。それぞれのグループで定期的

に会合等をもち、地域の問題や個別の悩みなどについて相談や話し合う場を作っています。また、「セミナーの開催」や、毎年他の地区の施設等を見学する「視察研修」、
「クリスマス会」、ミニコンサート等を通じた「地域の人とのふれあいイベント」、障害児の夏休みのための「サマースクール」などの活動を行っています。その他、鳥栖
市/三養基地区の特別支援教育研究会等と共同で実施する研修会、鳥栖市障害福祉計画策定委員会への参画、障害者自立支援法に基づく、地域自立支援協議会への参画等を通
じて、会員（知的障害者（児）及び肢体不自由者（児）等の障害者本人及び保護者）の意見を代表して、行政、関係団体等に伝えていく活動を行っています。

【団体ＰＲ】知的障害者（児）及び肢体不自由児者（児）を代表して、行政施策等への情報提供、意見表明等を行っていま
す。会員、知的障害者児、肢体不自由者本人、保護者の方の意見が何よりも大切な財産です。
また、一般の方とのふれあい・交流を促進して、障害を持った人・子どもが、あたりまえに身のまわりに存在し、あたりまえに
交流し、あたりまえに就労し、あたりまえに楽しめる、真のノーマライゼーションの達成を目指して、頑張る団体です。

会員募集

会費の有無

活動場所（地域）

常時会員募集中です。連絡先：事務局（82-6080）又は会長（80-4333）まで。

牧﨑　茂（まきざき　しげる） 会則の有無

【設立趣旨】知的障害者（児）、肢体不自由者（児）等の障害者の福祉の増進。
障害者の学童時期の支援、就労支援、成年後見等人権擁護

①保健・医療・福祉

Fax　無し Eメールmieko1016saiko@yahoo.co.jp

ホームページ http://tosutb.strikingly.com/

会員募集 ２０２０年度は行いません

【活動内容】①タオル帽子を作成し、がん患者の方へ提供する
②福祉関係のイベントへの参加
③会員相互の親睦など

【設立趣旨】この会は、がん治療で頭髪に悩みを持つ方に、闘病生活を少しでも明るく過ごしても
らう為に、タオル帽子を作りプレゼントしています。

①保健・医療・福祉

鳥栖タオル帽子の会

トスタオルボウシノカイ

平成24年10月1日

豊増　三枝子 会則の有無

〒841-0033 鳥栖市本通町１０３０－８　原様方

TEL ０９０－５６６４－２０００

会費の有無 年会費１０００円

鳥栖市手をつなぐ育成会

トスシテヲツナグイクセイカイ

昭和３２年７月

正会員：3000円/年 準会員（ボランティア会
員）・賛助会員：1000円程度から

Fax

毎月第2木曜日　13：00～15：00

TEL　０９４２－８２－６０８０

【団体ＰＲ】毎月1回の定例会ですが、和気あいあいと楽しく活動しています。ご都合がつくとき
だけの参加も大歓迎です。

活動場所（地域） 鳥栖社会福祉会館

主な活動分野

〒841‐0051　鳥栖市元町1228-1

鳥栖市社会福祉会館内

主な活動分野

13



❶保健・医療・福祉
№２７

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １９人 男　３人 女１６人

活動日

№２８
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ４９人 男　０人 女４９人

活動日

Fax　０９４２－８５－３６５２ Eメール　kenkou@city.tosu.lg.jp

【設立趣旨】鳥栖市の母子保健推進員活動は、昭和４３年から実施している。平成６年１０月に県
内トップをきって協議会を設立。子育てに関する地域の身近な相談相手として活動し、市民が安心
して子育てできる地域社会づくりに貢献している。

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

鳥栖市母子保健推進協議会

事務局（鳥栖市健康増進課）
TEL　０９４２－８５－３６５０

【活動内容】母子保健に関する知識や地域の子育て情報等の普及および市の事業への協力
・訪問活動や教室協力を通して、母子保健事業の推進を行っている
・各関係機関団体との連携を行い母子保健に関する情報を提供している

活動場所（地域）

ホームページ

会則の有無

毎週金曜日
午後１３：３０～１５：３０

なし

会員募集 している。

会費の有無 無

活動場所（地域） 鳥栖市内 不定期

ホームページ

〒841‐0037　鳥栖市本町3丁目１４９６番地１
鳥栖市健康増進課内

トスシボシホケンスイシンキョウギカイ

会則の有無

〒841-0051　鳥栖市元町１２２８番地１
鳥栖市社会福祉会館内

【設立趣旨】聴覚障がい者への理解と交流を深め、手話の技術向上を目指す。

トスフレアイシュワサークル

鳥栖ふれあい手話サークル

鳥栖市社会福祉会館内
TEL　０９４２－８５－３５５５

年額：１，５００円

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

Fax　０９４２－８５－３６１７ Eメール

平成４年１月

随時入会出来る。

【団体ＰＲ】各地域に推進員がおり、身近にいる子育ての相談者として、地域に密着した活動を
行っている。

平成6年10月11日
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鳥栖市内

会長　成清　芳子

【活動内容】・手話の学習　・県、市外の聴覚障がい者との交流会
・市役所、イベントでの手話通訳　・市内小学校での総合学習

【団体ＰＲ】聴覚障がい者の方と一緒に学ぶサークルです。興味のある人は、連絡先（社会福祉会
館）に連絡をされてから見学に来て下さい。

会員募集

会費の有無

森川　美穂子



❶保健・医療・福祉
№２９

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数

活動日

№３０
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ７３人 男１人 女７２人

活動日

のべ２６８人

鳥栖市社会福祉会館内
TEL　０９４２－８５－３５５５

赤司　浄子

①保健・医療・福祉

佐賀県立鳥栖商業高等学校
TEL　０９４２－８３－２１５３

【設立趣旨】鳥栖市社会福祉協議会に登録しているボランティアグループを総括する役割を持ち、
ボランティア促進のシステムづくりをしていく。

主な活動分野

昭和60年〒841‐0076　鳥栖市平田町１１１０番地８

トスショウギョウコウコウ　インターアクトブ

鳥栖商業高校　インターアクト部

トスシボランティアレンラクキョウギカイ

平成２年９月

【活動内容】
・毎月第３木曜日役員会　第１金曜日代表者会を開催し、事業運営などを協議している
・各種イベントの開催

鳥栖市ボランティア連絡協議会

【団体ＰＲ】主に福祉的なグループを作られた団体は、本会に参加してボランティア活動について
の新しい情報を得、皆で学びながら活動をしていただいています。

Fax　０９４２－８５－３６１７ Eメール

会則の有無

〒841-0051　鳥栖市元町１２２８番地１
鳥栖市社会福祉会館内

ホームページ

会員募集

会費の有無 １団体年：１，０００円

活動場所（地域） 鳥栖市社会福祉会館
毎月第１金曜日１０:００～１２：００
毎月第３木曜日　９:３０～１２:００

【設立趣旨】鳥栖ロータリークラブの中の団体として、青少年の健康保育とリーダーの育成を目標
に３５年前に設立

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

【活動内容】地元地域での社会奉仕活動および異文化について学び、国際親善に貢献する活動

ホームページ 鳥栖商業高校ｱﾄﾞﾚｽ　http://www3.saga-ed.jp/school/edq10032/

会員募集 している。（本校の新入生に４月に呼びかけている）

会費の有無 無

活動場所（地域） 鳥栖市内（学校周辺） 毎週水、金。　土、日、祝日は随時

【団体ＰＲ】水・金曜日に１６：００～１８：００まで例会を行い、ボランティア活動をしたり、
パソコンスキルの向上やボランティア活動に活かせる専門知識を深めたりしています。

中村　瑞紀 会則の有無

Fax　０９４２－８１－１０２０
Eメール
　fujimitsu-yoshifumi@education.saga.jp

15



❶保健・医療・福祉
№３１

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １５人 男１２人 女３人

活動日

№３２
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 　２４人 男　２４人 女　０　人

活動日

活動場所（地域）

【団体ＰＲ】話す場の少ない失語症者にとって、気軽におしゃべりの出来る楽しい会にしたいと思っています。
また、家族同士の情報交換の場になればと考えています。
身近に失語症の方がおられる人、またおられない人でもボランティアで参加してみませんか？
お待ちしています。

会員募集 随時

【活動内容】
・月に一度の例会（おしゃべりやゲームで交流を深めたり、情報交換を行っています）
・年に２回ほど、レクレーションや会食

・「失語症会話パートナー養成講座」を開き、一般市民と失語症者のつながりを持ちたい

年会費　1,000円会費の有無

トスミヤキチクシツゴショウトモノカイ　トトシカノカイ

鳥栖・三養基地区失語症友の会　「ととしかの会」

〒８４１－００１８　鳥栖市田代本町１１８７－１－１０１ 平成26年4月1日

古賀　和也

TEL  ０９４２－８４－４７４５

会則の有無

Fax Eメール　koga403@gmail.com

【活動内容】
・そば打ちを通して地域ボランティアを実施する活動
・そば打ちを通して地域へのそば文化の啓発活動
・そば打ち会員同士がつどい交流する活動

【設立趣旨】そば文化を通して、鳥栖市内を中心に地域ボランティア活動と会員の交流による情報
交換及び心身のリフレッシュを図ることを目的とする。

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

ホームページ

鳥栖市 毎月第４日曜日

【設立趣旨】当事者・家族の交流により、お互いの親睦を深めます。
会の活動を通して、本人・家族・ボランティアとともに生活の質の向上に努めます。
失語症についての啓もう活動を行います。

Fax　０９４２－８５－３６１７

ホームページ

http://totosika.o.oo7.jp/　　（ﾃｨｵｰﾃｨｵｰｴｽｱｲｹｲｴｲ．ｵｰ．ｵｰｵｰ7．ｼﾞｪｲﾋﾟｰ）

平成３１年２月

德渕　哲夫 会則の有無

〒841-0051　鳥栖市元町1228番地1
鳥栖市社会福祉会館内

Eメール

鳥栖そば打ち隊

トスソバウチタイ

鳥栖市社会福祉会館内
TEL　０９４２－８５－３５５５

活動場所（地域）
鳥栖市内
（町区及び地区社協エリア）

月２回の体験会（予定）

主な活動分野

随時募集しています

【団体ＰＲ】そば打ちを通じて男性の社会参加を促し、生きがい・やりがいを感じ、積極的に
　地域に出て元気にいきいきと活動し、ひいては地域の活性化につなげていく活動を目指したい。

①保健・医療・福祉

会員募集

年1,000円会費の有無
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❶保健・医療・福祉
№３３

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ６人 男　　人 女　６人

活動日

№３４
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １２人 男３人 女９人

活動日

なし

会員募集 募集中

会費の有無 年：１，０００円

活動場所（地域） 鳥栖市周辺～佐賀
毎月第１第３水曜日１０：００～１２：００
※依頼に応じて活動の為不特定

ホームページ

①保健・医療・福祉

Fax　０９４２－９２－６３８６ Eメール　michiko6386@gmail.com

随時募集

平成23年7月23日

神﨑　道子 会則の有無

〒841‐0201　基山町大字小倉１６７３－５９

認知症つどいかたろう会

ニンチショウツドイカタロウカイ

ホームページ

会員募集

活動場所（地域） とす市民活動センター
毎月第１土曜日
（１０時１５分～１３時３０分）

【活動内容】毎回１３人前後が集まり、介護の事、制度の事、薬の事、財産の事などお互いが助け合
い、情報発信（家族から学ぶことも多い）をしています。若年性の家族、小郡市からの参加もありま
す。

【団体ＰＲ】平成２３年７月から始めて丸９年になります。涙で参加されていた介護家族に笑顔や落
ち着きがみられ、仲間と工夫し励まし合い知恵を出しあっています。

主な活動分野

【設立趣旨】認知症の人と介護家族が自由に不安、悩みなどを話せる場所で、認知症を理解し共に
歩もうとするボランティアや専門職が仲間として支援します。

会費の有無
参加時100円（お茶、お菓子
代）

TEL ０９４２－９２－６３８６

平成10年11月1日

赤司　浄子 会則の有無

〒841-0073　鳥栖市江島町２３６９番地

Fax　０９４２－８２－０９９６

①保健・医療・福祉

TEL　０９４２－８２－０９９６
Eメール

popy_kiyoko@amail.plala.or.jp

トスヨウヤクヒッキサークルミミノカイ

【活動内容】
・各種講演会で話の内容を文字にて情報保障する（ＯＨＣ，ＯＨＰを使用）
・聴覚障がいをお持ちの方の依頼によりノートテイクで情報保障する

【団体ＰＲ】聞こえの不自由な方が健聴者と同じ情報を同時に知り、共に社会参加できるよう話の
内容を文字に書いて伝達します。

【設立趣旨】会員相互の連携と理解を深め、ろうあ者及び中途失聴者、難聴者のコミュニケーショ
ン手段として要約筆記活動を行うことにより、聴覚障害者の社会参加、福祉の増進を図ることを目
的とする。

主な活動分野

鳥栖要約筆記サークル「美々の会」
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❶保健・医療・福祉
№３５

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ３０人 男 １０人 女 ２０人

活動日

№３６
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １２９人 男２１人 女１０８人

活動日

トクテイヒエイリカツドウホウジン　ヒカリ

③まちづくり

TEL　０９４２－８２－７７５１ Fax０９４２－82－7752 Eメールnpo-hikari.n@gol.com

平成16年11月22日

理事長　三井所　嘉彦 会則の有無

〒841‐0014　鳥栖市桜町１４２４番地７

①保健・医療・福祉

特定非営利活動法人　ひかり

入金時１，０００円

【設立趣旨】障害のある人や高齢の人、その他地域の人々に対して、自立生活の支援や保健・福祉
の増進等を始めとした文化的で暮らしやすいまちづくりに関する事業を行い、豊かな地域社会の創
造に寄与することを目的としています。

主な活動分野

【活動内容】高齢者生活活動の支援及び認知症入居者の為と施設運営、その他、JR田代駅前美化、環境
美化の為専門学校や幼稚園、国際人学習学院及び他の専門学校生への心身の安心

【団体ＰＲ】高齢者施設への後方支援を人、物、そしてチャリティーで実施し、地球の世代を超え
た交流コミュニケーション作り

Fax　０９４２－８５－２９７７ Eメール　benesse@happytosu.ne.jp

一年中（草取り、花壇の整備　他）

会員募集 随時

会費の有無

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ﾍﾞﾈｯｾﾉｶｲ

特定非営利活動法人　ベネッセの会

ホームページ

ホームページ https://benessenokai.jimdo.com

主な活動分野 ①保健・医療・福祉 ⑤環境保全

【設立趣旨】高齢者やしょうがい者が住み慣れた地域で安心して、幸せな生きがいのある毎日を過
ごし、保健・福祉の増進や心豊かに暮らせる地域社会の形成に寄与します。

毎週月曜日〜金曜日　９時～１７時

会費の有無

【団体ＰＲ】元気な高齢者を元気なまま、住み慣れた地域で暮らしていただくため、移動困難者を
支援したいと考えた仲間で活動しています。同じ気持ちの方、私たちと共に支え合う未来をつくり
ませんか。募集中です。

会員募集

活動場所（地域）
JR田代駅隣地や近くの休
耕地

活動場所（地域） 鳥栖市

平成17年4月17日

永友　惠子 会則の有無

TEL　070-5491-5289

有り

年会費：1，０００円

〒841‐0074　鳥栖市西新町１４２２番地３２８

【活動内容】元気な高齢者の移動支援（無償運行）鳥栖市内など制約有り。介護保険利用者の移動支援
（有償運行）鳥栖市発・着なら制約なし。着物の着付けなど「日本文化の継承と推進」使用済みカイロ
を利用して秋光川の水の浄化活動。産業廃棄物を利用して緑のカーテン。
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❶保健・医療・福祉
№３７

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２０人 男２人 女１８人

活動日

№３８
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ４人 男１人 女３人

活動日

Eメール

主な活動分野 ① 保健・医療・福祉

【設立趣旨】孤独にならないように、居場所づくりを行い市民の憩いの場を作る。

会員募集

ホームページ

【団体ＰＲ】寄り合って、おしゃべりしたり、折り紙をしたり、小物づくりをしたりと思い思いの
事をしています。お気軽にご利用ください。

ポカポカエンガワノカイ

〒841‐0033　鳥栖市本通町２丁目１０３７番地３ 平成25年3月1日

尼寺　はつみ 会則の有無

【活動内容】
①定例会　第1・第3金曜日（10：30～15：00）居場所づくり
②イベント
③公開講座の開催

TEL　０９４２－８２－４２６９ Fax　０９４２－８２－４２６９

会費の有無

活動場所（地域）
とす市民活動ネットワーク
まちスポ事業部

1年間１，０００円
1回１００円

第1・第3金曜日
１０：３０～１５：００

常時募集しています。
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活動場所（地域） 鳥栖 月1回

ホームページ

ぽかぽか・えんがわの会

【設立趣旨】本会は、産後のお母さんの心地よい生き方をサポートする為に、産後の身体を回復さ
せるコツについて伝え、又、身体をメンテナンスすることで、心を癒すことを目的とする。

【活動内容】（1）健康増進の為の体操指導
（2）交流会の企画・実施
（3）前各号に付帯または関連する一切の活動
（4）その他、本会の目的達成に必要となる活動
【団体ＰＲ】産後の身体を整え、子育て中の疑問や悩みを分かち合うことで、頑張るママたちの心が少
しでも軽くなる企画・活動に取り組んでいきたいと思います。ここに来たら誰かと繋がることができ
る、そんな場所であったらと思います。

会員募集 随時行っていく

会費の有無 無料

会則の有無

TEL　０９０-８２９９-０６４９ Fax Eメール　gumamiho@hotmail.com

主な活動分野 ① 保健・医療・福祉

ママンズ　ファン

ｍａｍａｎ’ｚ　ｆｕｎ　産後ママの集い

〒841-0204　三養基郡基山町宮浦988-1-101 平成29年4月1日

松隈　美穂



❶保健・医療・福祉
№３９

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ５２人 男４人 女４８人

活動日

№４０
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 　８人 男　０人 女　８人

活動日鳥栖市内 訪問先に月1回（曜日を決めて）

ホームページ

活動場所（地域）

リフレッシュ体操

〒841-0085　鳥栖市山都町1666-128 平成２２年４月

堤　明己 会則の有無

TEL　090-4350-0587 Fax

主な活動分野

【活動内容】最初に準備体操ＣＤをかけ（梅干体操）を行い、童謡を皆様と一緒に唄っていただき、笑
顔になられたところで、ボールを使用し体操、ゲームを取入れ実施

無

【団体ＰＲ】会員は８名で和気あいあいの中で活動しています。皆様との出逢に感謝をし笑顔に励まさ
れ喜んでいただける事が原動力となり勇気づけられます。私達も身も心もリフレッシュ出来て大変楽し
いですよ。

募集しています

Eメール

【設立趣旨】地区社会福祉協議会、いきいきサロン、福祉施設での高齢者との交流会

①保健・医療・福祉

リフレッシュタイソウ
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会員募集

会費の有無

ホームページ

会員募集 随時

会費の有無 年会費：４，０００円

活動場所（地域） 鳥栖市社会福祉会館
毎月第２土曜日１3：30受付１4：００～16：3０
（８月休み、１１月第３土曜日）

主な活動分野 ① 保健・医療・福祉 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】LDなどの発達障害のある人が自信を持って明るく意欲的な生活が送れる様に、保護者
同士と園や学校、専門機関と連携する。

【活動内容】毎月第２土曜日に保護者同士の情報交換、学習会、同じ時間帯で子どもの会（学生ボランティアさ
んとの遊びの会で、イベント年３回レクリエション、クリスマス会、お別れ会）を開催。スタッフ会議を随時開
催。全国ＬＤ親の会（ＪＤＤ７ネットワーク）に所属。年２回研修会開催

【団体ＰＲ】保護者の皆さん一人で悩まないで一度学習会へ来てみませんか。又、教師、医療、福
祉、心理の専門家、発達障害に関心のある皆様のご参加歓迎いたします。

夢気球

〒841-0017　鳥栖市田代大官町８４８番地２ 平成6年1月14日

山内　久仁子 会則の有無

TEL　０９４２－８２－２９２１ Fax　０９４２－８２－２９２１ Eメール　kuniko21@kumin.ne.jp

ユメキキュウ



❶保健・医療・福祉
№４１

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ９人 男０人 女９人

活動日

№４２
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 人 男　人 女　人

活動日

ホームページ http://www.wakakusu-swc.or.jp/
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会員募集

会費の有無

活動場所（地域） 鳥栖中心に近郊市町 年中無休

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

【設立趣旨】障がいのある方で、一般企業等での就労が困難な方には、働く場の提供と必要な訓練
（就労継続支援B型事業）を行ない、一般企業での就労を希望する方には、必要な訓練や求職活動
（就労移行支援事業）を行っています。

【活動内容】鮮度抜群「もみじ卵」を始め、山浦産食材に拘ったプリンや焼ドーナツ等の加工品、安
心、安全国産素材の手作り味噌、風味と肉厚が特徴の菌床椎茸、四季折々の花苗等を生産しています。
又、市内の花壇管理や公園清掃等、官公庁の委託業務も幅広く行っています。

【団体ＰＲ】自然豊かな山浦の地で、利用者並びに職員一同、楽しく元気に活動しています。私達は地
域の居場所作りとして、多くの方々に山浦の魅力を感じて頂けるよう様々なイベントを企画・開催して
います。皆様のご来園を心よりお待ちしてます。

社会福祉法人　若楠グリーンファーム山浦

〒841-0084　鳥栖市山浦町字椿谷1732-1 平成23年3月1日

高崎　知洋 会則の有無

TEL　０９４２－８１－４８５６ Fax　０９４２－８５－８８５２ Eメールgfyamaura@iaa.itkeeper.ne.jp

活動場所（地域） 鳥栖市老人施設
定例会毎月第１火曜日
プサルタ練習毎月第2第4木曜日

ホームページ

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ　ﾜｶｸｽｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾔﾏｳﾗ

【設立趣旨】高齢者の方々に設立時対面朗読として発足、現在は対面朗読を経て集まっていただい
た方々を対象にと変更しました。

【活動内容】
老人施設に向い、お話・歌・プサルター演奏で1時間位のボランティアをさせていただいています。
年1回お話会を開催しています。「声の市報とす」の製作に音訳を担当しています。

【団体ＰＲ】
皆様と一緒に楽しく元気になれる事を目標に活動したいと思ってます。

会員募集 しています。

会費の有無
現在はなし、必要に応じて
徴収する

鳥栖市社会福祉会館内
TEL　０９４２－８５－３５５５

Fax Eメール

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

ロウドクボランティア　スミレ

朗読ボランティア　すみれ

〒841‐0051　鳥栖市元町１２２８－１
（鳥栖市社会福祉会館内）

平成22年4月

西川　澄子 会則の有無



❶保健・医療・福祉
№４３

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １２人 男４人 女８人

活動日

№４４
フリガナ ワクワク　マジック　トス

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 会則の有無 有 無

連絡先 Eメール grow-so@docomonet.jp

会員数 １５人 男９人 女６人

活動日

トクテイヒエイリカツドウホウジン　ワークライフサポート

会則の有無

Eメール work-life@email.plala.or.jp

⑩子育て・子ども・青少年健全育成

特定非営利活動法人　ワーク＆ライフサポート

〒841‐0056　鳥栖市蔵上２丁目２７８番地 平成20年10月1日

家永　佐智子

TEL  ０９４２－８４－１６６２ Fax　０９４２－８４－１６６２
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ホームページ

会員募集

会費の有無

活動場所（地域）

主な活動分野

募集中

①保健・医療・福祉

【設立趣旨】鳥栖地域で働く人の「こころの健康づくり」をサポートする。そのために定着支援、
復職支援、再就職支援など悩み相談と身近な人とのコミュニケーション力向上講座を行っている。

わくわくマジック鳥栖

〒841‐0051  鳥栖市元町１２２８－１
（鳥栖市社会福祉会館内）

平成21年4月9日

【活動内容】１．働く人のための心と身体の健康相談 ２．身近な人とのコミュニケーション力向上研
修３．休業者の復職支援４．ゲートキーパー養成

【団体ＰＲ】こころと体の健康づくりを通して、“自分らしく働く”そして“自分らしく心豊かに暮らす”こと
を応援していきたいと願っています。スタッフは豊かな経験と総合的なスキルをもつ専門家（産業カウンセラー、
臨床心理士、キャリアカウンセラーなど）です。

会員5，000円/年 賛助会員 個人1,000円
／年、会社１０，０００円/年

とす市民活動センター
(フレスポ２Ｆ）

第1・第3土曜日　午後1時～

大石　豪

西城戸　芳光（事務局）
TEL　０９４２－８２－８１２７

（大石豪）
Fax　０９４２－８２－４６２３

主な活動分野 ①保健・医療・福祉

ホームページ

【設立趣旨】マジックの演技に対し、資質の向上と親睦を深め、公演依頼時は芸を披露し、対象者
の健康増進と福祉の向上に努める目的

【活動内容】
・月2回の練習日あり
・依頼を受けたら出向きます（老人ホーム、幼稚園等）

【団体ＰＲ】
１）メンバー募集（頭の体操に入会してください。楽しみが増えますよ！）
２）依頼を受けたら、相手先により、出し物・人員を調整して公演しますので、大いに連絡ください。

会員募集

活動場所（地域） 鳥栖・三神地区内
練習日　第２、４木曜日
（鳥栖市社会福祉会館内）

随時募集

会費の有無
毎月会費\1,000＋材料
費(必要な時のみ)



❷生涯学習
№４５

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １4人 男１4人 女　０人

活動日

№４６
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ３６人 男２１人 女１５人

活動日

おもちゃ病院とす

オモチャビョウイントス

大石　豪 会則の有無

平成22年12月1日〒841‐0073  鳥栖市江島町１６３９番地２

TEL ０９４２－８２－４６２３ Fax　０９４２－８２－４６２３ Eメール   grow-so@docomonet.jp

⑤環境保全

【活動内容】預かったおもちゃ類を修理してお返しする為に、担当者は努力しております。最近のオモ
チャはマイコン内蔵が多いので、頭の体操です。

【設立趣旨】おもちゃの修理を通じて、会員相互のコミュニケーション作り  全国のおもちゃ病院
会員の方の頑張りと、修理例を習得する。

主な活動分野 ②生涯学習

会員募集
機械、電気等メカいじりが好きな方、 女性の方も（受け付け等）オモチャにふれ
あいながらメカニックの勉強に成りますよ

【団体ＰＲ】時間を惜しまず、以前の状態に戻すことに皆で協力し合ってます（開院時以外に集まっ
て修理の意見交換会を開催）。100V家庭用家電製品以外のオモチャ（木工品でも良い）ご持参くださ
い。捨てればゴミとして、二酸化炭素の排出に成ります。地球温暖化防止にお互い協力しましょう。

会費の有無
入会金：５００円
会費：月２００円

活動場所（地域） とす市民活動センター 毎月第4日曜日

ホームページ http://www5.hp-ez.com/hp/toyhptosu/page1

特定非営利活動法人　シニア情報生活アドバイザー佐賀

トクテイヒエイリカツドウホウジン　シニアジョウホウセイカツアドバイザーサガ

平成22年4月1日〒840-0826　佐賀市白山2丁目1ー12佐賀商工ビル内
                    佐賀市民活動プラザ内

久野　美津子 会則の有無

TEL　０９４２－８４－２６７５ Fax　０９４２－８４－２６７５ Eメール　u3755kgo@outlook.jp

【設立趣旨】アドバイザーとしてのスキルアップに努めると共に、シニア世代がパソコンやネットワー
クを活用して、より楽しく、活動的な生活を送れるようサポートするために、地域に根ざした活動に取
り組み、併せてその生き甲斐を支え、シニアの経験と知識を生かして地域社会におけるその役割の一端
を担っていくことを目指す。

主な活動分野 ②生涯学習 ⑪情報化社会

【団体ＰＲ】シニア情報生活アドバイザーとは経済産業省の外郭団体「ニューメディア開発協会」の認定資格である「シニア情報
生活アドバイザー」の認定資格所持者で活動している団体です。PCアドバイザーとして、シニアが教え、シニアが学ぶ、受講者のテン
ポにあわせて、ノウハウを他歌える事が出来ます。独り暮らしの高齢者が増える中、認知症予防には会話と笑いが不可欠。インター
ネット、ビデオ通話を使えるようになれば、人と人とのつながりの輪も広がり、タブレットで笑いも作りだせます。

【活動内容】佐賀県高度情報化推進協議会主催情報化セミナー等の講師、佐賀県内各地に於いて、
パソコン、タブレット、スマホのシニア向け講習会、相談会の開催及び佐賀、有田、嬉野、多久、
鳥栖においてパソコン教室を開いている。

会員募集 シニア情報生活アドバイザー養成講座受講者で認定試験合格者

会費の有無 3,000円/年

活動場所（地域） 佐賀県内各市町 不特定日
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ホームページ http://adobaiza-saga.jp

http://www5.hp-ez.com/hp/toyhptosu/#
http://siasaga.web.fc2.com/#


❷生涯学習
№４７

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ６人 男３人 女３人

活動日

№４８
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １８人 男４人 女１４人

活動日

Fax　０９４２－９２-６９３６

平成25年4月1日

樋口　正彦 会則の有無

〒841-0205　基山町けやき台３－２１－１

Eメール tablet.kiyama@gmail.com

主な活動分野 ②生涯学習

TEL  ０９０－２６５３－５６１５

【設立趣旨】タブレット端末の使い方やAPPの利用の仕方を勉強し、より楽しい活用方法を探求す
る会として発足

会員募集 あり

タブレット同好会

タブレットドウコウカイ

【活動内容】当面はタブレットを使用してみたい方、購入したが使い方がわからない方への研修活
動を主として活動

【団体ＰＲ】少人数の団体ですが、将来は各地域でのイベント活動等が出来る様な団体を目指して
おります。

会費の有無

月～土（事前にお問合せください）活動場所（地域） 基山町・鳥栖市

ホームページ https://www.enjoy-tablet.com

鳥栖iPad倶楽部

トスアイパッドクラブ

平成28年4月1日〒841-0086　鳥栖市牛原町９７７

Eメール speg8399@iCloud.com

林　利広 会則の有無

②生涯学習 ⑪情報化社会

TEL　０９０-７３８０-８０１５ Fax

【設立趣旨】
個人でappを勉強するには膨大なapp数がある。そこでipadのより良い使い方を勉強する。さらに会
員同士のコミュニケーション強化を図る。

主な活動分野

【団体ＰＲ】
笑い声の絶えない楽しい雰囲気で勉強しています。小旅行や研修会他地区の団体との交流会など実
施

【活動内容】
１：定例の勉強会
２：利活用の啓蒙活動

会員募集 基準ａｐｐ習得者

会費の有無
入会金1,000円
年会費1,000円　500円/回

活動場所（地域） 鳥栖市勤労青少年ホーム 毎月第4土曜日10：30～12：00
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ホームページ

http://siasaga.web.fc2.com/#
http://www5.hp-ez.com/hp/toyhptosu/#


❷生涯学習
№４９

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １３人 男７人 女６人

活動日

№５０
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ３５人 男１４人 女２１人

活動日

長崎街道ボランティアガイド元気隊

ナガサキカイドウ　ボランティアガイド　ゲンキタイ

大石　良成 会則の有無

〒841-0051  鳥栖市元町１３８０番地５
（鳥栖観光コンベンション協会内）

平成１５年４月

TEL  ０８０－３９６３－４０２８ Fax　０９４２－８２－５１６６ Eメール　y-ooishi@kumin.ne.jp

【活動内容】1.連携活動　県観光ボランティアガイド連絡協議会他
2.資質の向上　鳥栖・基山・小郡クロスロード文化研究会歴史散歩、鳥栖のまちづくりと文化・歴史講座他
3.各種事業への協力　まつりとす、とす長崎街道まつり、とす弥生まつり他
4.地域活動　小中学校各団体支援他

【設立趣旨】鳥栖及びその周辺の長崎街道を主とした歴史や文化などを学び、知識や見聞を広め自
己を研さんすると共に郷土を愛し、それを誇りとして観光情報を発信し、地域振興に寄与する。

主な活動分野 ②生涯学習 ④文化・芸術・スポーツ

会員募集 随時

【団体ＰＲ】長崎街道田代宿、轟木宿が在った鳥栖市を中心に活動しているボランティアガイドで
す。

会費の有無 なし

活動場所（地域） 鳥栖市内及び近郊 随時

ホームページ m.facebook.com/nagasakikaidou.genkitai/

ＰＣサロン鳥栖（旧ＳＩＡ佐賀東部）

ピーシーサロントス

〒841-0032　鳥栖市大正町８３８番地２ 平成24年10月1日

内田　克紀 会則の有無

TEL　０９４２－８４－２６７５ Fax　０９４２－８４－２６７５ Eメール u3755kgo@outlook.jp

【設立趣旨】シニア世代がパソコンやネットワークを活用して、より楽しく、活動的な生活を送れ
るようサポートするために、地域に根ざした活動に取り組み、併せてその生甲斐を支え、地域社会
におけるその役割の一端を担っていくことを目指す。

主な活動分野 ②生涯学習 ⑪情報化社会

【団体ＰＲ】パソコンを仲介として地域に根ざしたシニアの交流の場になることを願っています。

【活動内容】パソコン、タブレットの勉強会、講習会を基里まちづくり推進センターで開いてい
る.

会員募集 随時

会費の有無 月１，０００円

活動場所（地域） 鳥栖市、みやき町、基山町
原則として
毎月第1、第３、第４水曜日
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ホームページ



❷生涯学習
№５１

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １９人 男１６人 女３人

活動日活動場所（地域）
鳥栖市及び周辺地域(筑紫
氏関連地）

毎月第２火曜日１９時～２１時

ホームページ
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【設立趣旨】ふるさと鳥栖市の歴史・文化に対する理解を深め、勝尾城筑紫氏遺跡を素材にボラン
ティアガイドの育成や地域活性化に資する人材を育成していく。

【活動内容】・定例会議（1回/月 第2火曜日 19時～21時 若葉コミイティセンター）・勝尾城筑紫氏遺跡の
案内（4，11月及び都度）・郷土の歴史、文化の勉強会ほか 他団体との交流・4月（勝尾城）、11月（葛籠城）筑

紫氏遺跡見学会案内・その他、遺跡の案内依頼を受けた場合のガイド（都度）

【団体ＰＲ】・自分が住んでいる郷土にある国の史跡「勝尾城筑紫氏遺跡」の関心、歴史文化への
認識と外部へのPR

会員募集 希望者は何時でも

会費の有無 無

TEL　０９４２－８３－3695
（鳥栖市教育委員会生涯学習課）

0942-83-0042 Eメール

主な活動分野 ②生涯学習 ④文化・芸術・スポーツ

フルサトゲンキジュク

ふるさと元気塾

〒841‐8511　鳥栖市宿町1118番地
鳥栖市教育委員会生涯学習課

平成１８年４月

弥永　敏雄 会則の有無



❸まちづくり
№５２

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 　２０人 男　２人 女　１８人

活動日

№５３
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ５人 男 ０人 女５人

活動日

アサヒキッチンジッコウイインカイ

あさひキッチン実行委員会

大隈　直美 会則の有無

令和元年６月〒841-00６５　鳥栖市前田町2266番地19

TEL　0942-82-3859 Fax　0942-82-3859 Eメール ray-dori-a.1026@orange.plala.or.jp

【設立趣旨】少子高齢化の中で旭地区の中で失われてきている地域のつながりや世代を超えた交流
の場を取り戻すことを目的に居場所づくり活動を行う。

【活動内容】
・毎月１回の地域食堂開催

主な活動分野 ③まちづくり

会員募集 随時

チーム、ユウユウユウ

team.遊悠融

ホームページ

無

平成１５年４月
〒841‐0026　鳥栖市本鳥栖町５３７－１

とす市民活動センター内 №８

活動場所（地域） 旭まちづくり推進センター 第３土曜日（変更場合あり）

西村　美香 会則の有無

会費の有無

Eメール　  team.yuyuyu@gmail.com

主な活動分野 ③まちづくり ⑭その他

【団体ＰＲ】老若男女が集まり、食事や手遊び等をして楽しんでいます。皆さんも一度いらっ
しゃってみては？

【設立趣旨】地域の資源やアイデアを活かして青少年の豊かな成長を支え、見守る地域づくりを
ミッションとする。

【活動内容】
・ワークショップ
・田畑の活動
・子育て中の親子のつながり活動

【団体PR】 親子で参加できる活動を通して、大人・子どものつながりを育めたらと活動してい
ます。多世代のつながりお大事にしています。

会員募集
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活動場所（地域） 鳥栖市（田代・基里地区） 不定期

ホームページ

会費の有無 ２，０００円（年会費）



❸まちづくり
№５４

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １７人 男１７人 女０人

活動日

№５５
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １２人 男２人 女１０人

活動日九州一円 （土）（日）

ホームページ

【設立趣旨】町の活性化

【活動内容】よさこい踊りを通じてＴＯＳＵをアピールし、まちづくりの活性化に努める。

【団体ＰＲ】笑顔で踊り、みんなでよさこいを楽しみましょう。

会員募集 常時入会可能

会費の有無 月　１０００円

TEL ０９０－３０７３－５７３５ Ｆａｘ Eメール

主な活動分野 ③まちづくり

トス　ドンキャンキャンタイ

ＴＯＳＵどんきゃんきゃん隊

〒841-0052　鳥栖市宿町1012-9 平成11年7月

井辺　友喜 会則の有無

昭和３４年１０月
〒841‐0051　鳥栖市元町１３８０番地５
鳥栖商工会館内

イッパンシャダンホウジン　トスセイネンカイギショ

一般社団法人　鳥栖青年会議所

理事長 　松本　孝充 会則の有無

吉原　慎一郎
TEL　０９４２－８２－７２７５

Fax　０９４２－８２－３７４７ Eメール　info@tosu-jc.or.jp

【設立趣旨】
（１）経済、社会及び文化に関する諸問題を調査研究し、日本経済の正しい発展を図る
（２）指導者訓練を基調とした修練。社会奉仕及び会員相互の連携を図る
（３）国際青年会議所を通じ、国際的理解及び親善を助長し、世界平和と繁栄に寄与する
【活動内容】○経済、社会及び文化に関する調査研究、並びにその改善、発達に関する研究及び実施
○会員の個人的修練及び会員相互の連携を図るため必要な事業 ○社会奉仕事業及び青少年問題に関す
る事業 ○国際青年会議所、日本青年会議所並びに内外の青年会議所及びその他諸団体との連携 ○その
他前条の目的達成のために必要な事業

主な活動分野 ③まちづくり ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【団体ＰＲ】青年会議所とは、リーダーとしての自覚をもって「奉仕・修練・友情」を信条として、よりよい社会づくりをめざす
集まりです。１９４９年、東京青年会議所設立から日本の青年会議所（ＪＣ）運動は始まりました。様々なテーマの委員会が設けら
れ、実に多彩な活動に取り組んでいます。実践トレーニングを経験した活動分野は広く、ＯＢも含め各界で社会に貢献しています。た
とえば政界では２００人を超える国会議員をはじめ、知事、市長、地方議員などの人材を輩出、日本のリーダーとして活躍中です。

会員募集 している。

活動場所（地域）

ホームページ http://www.tosu-jc.or.jp

鳥栖市．三養基郡

会費の有無
月額１０，０００円
入会金２０，０００円
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活動場所（地域）



❸まちづくり
№５６

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １０人 男５人 女５人

活動日

№５７
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ７人 男４人 女３人

活動日

トスニワカシンコウカイ

とすの朝市実行委員会

鳥栖にわか振興会

平成22年11月

平成24年8月1日〒841-0067　鳥栖市西田町276-2

【団体ＰＲ】今年で９年目になり、各新聞社の取材、NHKに依るテレビ放映などで定着し、メンバー全
員にわか作りに燃えている。

トスノアサイチジッコウイインカイ

会則の有無

寺﨑　理禮 会則の有無

③まちづくり

〒841‐0037  鳥栖市本町１丁目９７０番地

主な活動分野

TEL　080－1788－8223 Fax

鳥栖・三養基周辺

Eメール

【活動内容】各町内の敬老会、老人ホームセンターの慰問。各団体からの要望に応じるなどして活動す
る中で、年に1回市民文化会館にて鳥栖にわか公演を行っている。

赤司久人
TEL０９０－１３４３－５８１１

Fax ０９４２－８９－５２０９ Eメール　hero3qg-g@yahoo.co.jp

主な活動分野

水田　常夫

④文化・芸術・スポーツ

会員募集 随時募集　　年齢10歳～100歳まで

③まちづくり

【設立趣旨】
①消費者に安全・安心の地場産品等を提供すること
②会員相互の親睦を図ること
③商店街の活性化と市民の自主的な活動を活発にすること

【設立趣旨】お笑いで健康街づくりをモットーにして心身とも健やかに活き活きした生活、人生を
過ごしていただくため。

【活動内容】月に１回程度、鳥栖市内及び近隣の生産者等に生鮮野菜、手作り工芸品、衣類等を出
品してもらい、朝市を開催すると共に、ボランティアを募り買い物の不自由な高齢者等を対象に、
商品を自宅までお届けする事業を行う。

会費の有無 500円

会費の有無

【団体ＰＲ】本通筋商店街、鳥栖市商工会議所、とす市民活動ネットワーク、市民が協力し「とす
の朝市」を開催しています。

会員募集 とすの朝市出店者及び当日のボランティアスタッフ募集中
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佐賀銀行鳥栖支店駐車場
その周辺、その他鳥栖市内

毎月第３日曜日
（午前9:00～11:30ごろまで）

ホームページ

ホームページ

にわかの練習原則月1回　*公演慰問等に
より練習は増える

活動場所（地域）

なし
（ただし、出店1回毎に500円）

活動場所（地域）

http://www.tosu-jc.or.jp/#
http://www.tosu-jc.or.jp/#


❸まちづくり
№５８

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １８人 男３人 女１５人

活動日活動場所（地域） 鳥栖市内（東公園、中央公園）
中央公園（毎月１０，２５日）
東公園（毎月１０、２５日）

ホームページ
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【設立趣旨】鳥栖市中央公園におけるバラの育成管理

【活動内容】年間を通して鳥栖市内東公園、中央公園のバラの手入れをしています。

【団体ＰＲ】本年も東公園、中央公園ともに立派にバラが咲きました。市民の皆様に喜んで頂いていま
す。特に本年は、各地のバラ愛好家の方々に東公園のバラを見ていただくなど好評でした。バラ好きの
方、一緒にバラの手入れを手伝って下さる方歓迎します。なお、バラの花の見頃は、4月下旬〜6月上・
中旬と10月中・下旬〜11月上・中旬頃です。

会員募集 年中募集中

会費の有無 なし

鳥栖市公園緑地係
TEL０９４２－８５－３６０３

Fax Eメール

主な活動分野 ③まちづくり ⑤環境保全

トスバラカイ

鳥栖バラ会

〒841-0003　鳥栖市加藤田町３丁目１７６－１３ 平成18年3月15日

蘭　輝行 会則の有無



❹文化・芸術・スポーツ
№５９

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １１人 男８人 女３人

活動日

№６０
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 　７０人 男　１０人 女　６０人

活動日

ｴﾘｼｵﾝ・ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ・ｵｰｹｽﾄﾗ

840-0805　佐賀市神野西３丁目15-25-104 平成24年6月10日

Elysion Philharmonic Orchestra

成龙 (しんろん） 会則の有無

成龙 (しんろん）

TEL　０８０-１７２４-４０８０
Fax Eメール　elysion.orche@gmail.com

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ

【活動内容】
・演奏活動（コンサート・依頼演奏など）
・創作活動（作曲、編曲など）

【設立趣旨】ゲーム・アニメ音楽の普及、コンサートの開催・誘致、地元音楽文化の向上

会員募集 随時募集

【団体ＰＲ】九州初のゲーム・アニメ音楽演奏楽団　佐賀・福岡を拠点に九州で活動中

活動場所（地域） 佐賀・福岡

会費の有無
〔一般〕2,000円
〔学生・県外〕1,000円

特定非営利活動法人　クールビートダンススクール

トクテイヒエイリカツドウホウジン　クールビートダンススクール

ホームページ http://elysion-phil-saga.jimdo.com

月に1、2回　主に土日

高橋　明果 会則の有無

〒841‐0204 基山町大字宮浦186-31 平成26年6月26日

TEL　０９０－６６３２－９２９２ Fax　０９４２－91-2801 Eメール akiya0131@gmail.com

【設立趣旨】子供たちの健全育成を目的としたダンス指導

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ

【活動内容】
・子ども達の健全育成を目的としたダンス指導
・結婚式場や地域のお祭りに子ども達の出演や講師の出演

⑩子育て・子ども・青少年健全育成

会員募集 随時

【団体ＰＲ】4歳～70歳までの約70名で鳥栖・小郡・基山・福岡で活動しています。

会費の有無 ５００円/1回＋材料費

ホームページ httpｓ://coolbeat.ｎｅｔ/

火、木、金、土、日活動場所（地域） 小郡・基山
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❹文化・芸術・スポーツ
№６１

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ８人 男３人 女５人

活動日

№６２
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２人 男０人 女２人

活動日

ケンコウセイカツネットワーク

健康生活ネットワーク

〒841-0035  鳥栖市東町１丁目１０１９番地 平成19年6月15日

中島　すみ 会則の有無

TEL０９４２－８３－７１２３
携帯０９０－７４４４－９５８５

Fax　０９４２－８３－７１２３ Eメール

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ ⑤環境保全

【活動内容】・小学校へのお花の生け込み（毎週月曜日）・小学校の児童、保護者のお茶・お花クラブ
・児童作品展「絵画・書写」（年1回）・無農薬・無化学肥料での野菜、花作り・健康法の体験を不定
期に行っている（花や自然食　等）

【設立趣旨】心身の健康増進を目指す。

【団体ＰＲ】日本の伝統文化の継承や、美によって情操を高め、自然農法の野菜・花づくりや安全
な食による体の健康等、心身共の健康を目指している。

会員募集 している。

会費の有無

ホームページ

サウンドイッチ

活動場所（地域）

サウンドイッチ

不定期市内

〒841‐0201  基山町小倉１０７２－２ 2010/4/1

TEL　０９４２－４８－０１３５ Fax Eメール　sound_icchi@yahoo.co.jp

酒井　まゆみ

【設立趣旨】お客様と共に音楽を楽しみ、豊かな心を育む為

【活動内容】
未就園児親子・・・・ふれあいリトミック・音楽つき絵本・楽器・歌・楽器遊び等
シニア世代　・・・・懐メロ・童謡・唱歌・脳トレ手遊び・脳トレ歌遊び等
その他　・・・・・・対象年齢等に合わせてプログラム作りをします。

主な活動分野

【団体PR】歌１人、ピアノ１人で、電子ピアノを持ってお伺い致します。未就園児親子には、私達オ
リジナルのふれあいリトミック・音楽つき絵本が大好評。シニア世代には、色こい懐メロ大好評でノリ
ノリで歌って頂いています。

④文化・芸術・スポーツ

会則の有無

会費の有無 なし

なし

活動場所（地域） 久留米・鳥栖近郊

会員募集
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ホームページ https://ameblo.jp/soundicchi/

https://ameblo.jp/soundicchi#


❹文化・芸術・スポーツ
№６３

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １１人 男１０人 女１人

活動日

№６４
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２１人 男　０人 女２１人

活動日

トクテイヒエイリカツドウホウジン　サカスクラブ

特定非営利活動法人　ＳＡＣＡＳクラブ

〒849‐0937  佐賀市鍋島1丁目12番17・806号 平成17年3月7日

牛島　洋太郎 会則の有無

牛島企画内
TEL　０９４２－９２－５０８８

Fax Eメール　ｓａｃａｓ＠ｇｏｏ．jｐ

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ ⑧国際協力・交流

【活動内容】
・サガン鳥栖アシストクラブ参加
・サッカーシューズをアジア諸国はじめ世界の恵まれない子どもたちへ送る活動（MOTTAINAI活動）

【設立趣旨】
地域における文化、芸術、スポーツについて支援する。

【団体ＰＲ】
募金活動、シューズ回収に協力ください。

会員募集 特になし

会費の有無 無

ホームページ http://mottainai-pro.net

随時、サガン鳥栖試合日

ジョセイガッショウダン　アンソロジー

女声合唱団　アンソロジー

活動場所（地域）

〒841-0201  基山町小倉567-8　グレースフル基山駅
703

昭和６２年４月

℡　090-1341-5320 Fax　0942-92-1985 Eメール　ogatalion@i.softbank.jp

佐賀県全域及び近郊

緒方　寛子 会則の有無

主な活動分野 ②生涯学習 ④文化・芸術・スポーツ

【設立趣旨】合唱の楽しさを追求しながら、人と人との和、親睦、交流をめざします。

【活動内容】毎年、練習の成果を発表する為に、鳥栖、小郡、久留米の合唱祭に参加しています。

【団体ＰＲ】指導者に恵まれ、和気あいあいと楽しく練習をしています。ストレス解消にもなりま
す。ご一緒に歌ってみたい方、見学にお越しください。

会費の有無

活動場所（地域） 鳥栖北まちづくり推進センター
毎週木曜日
１９：３０～２１：３０

毎月：3,000円

会員募集 随時
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ホームページ 無し



❹文化・芸術・スポーツ
№６５

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １０人 男７人 女３人

活動日

№６６
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ４人 男３人 女１人

活動日

トクテイヒエイリカツドウホウジン　スポーツラボ　ガバイサガ

〒８４１－００６２　鳥栖市幸津町１９４８番地１４ 平成25年10月4日

特定非営利活動法人　スポーツラボ　ＧＡＢＡＩ　さが

吉永　寛和 会則の有無

TEL　０８０－３９７０－４５７０ Fax　０９４２－８０－１７３２ Eメール　hirokazu0012@yahoo.co.jp

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ

【活動内容】すべての人々が生涯にわたって楽しめるテニス普及や啓発、振興に貢献するために地
域に根差したテニスレッスンを行う。

【設立趣旨】障害の有無に関らず、すべての人々が生涯にわたって楽しめる各種スポーツ普及や振興に貢献する
ために、健康・体力づくりや様々な社会活動への参加促進事業を行い、各種スポーツ普及や振興を通して、地域住
民の健康・体力の増進とコミュニティの活性化に寄与し、年齢・性別・障害・職業などの区別なく、地域に根差し
た「共生社会」を実現することにある。

会員募集 有

【団体ＰＲ】設立趣旨と活動内容がすべてになります。

平成20年

藤木　政次 会則の有無

ベストフレンドバンド

【団体ＰＲ】皆様に喜んでもらえるバンドを目指します。

会員募集

会費の有無

TEL ０９０－４７７４－２９４１ Fax

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ

【設立趣旨】市内をエリアとしてボランティア活動を音楽を通じて支援

【活動内容】イベント・祭事・福祉施設でのライブ

ホームページ フェイスブックのみ

活動場所（地域） 佐賀県内 月２回程度

BESTフレンドBAND（旧　空シドBAND）

会費の有無 年　３，０００円

Eメール

〒841－0075  鳥栖市立石町２０５５－３８

なし

活動場所（地域） 鳥栖市を中心とした佐賀県内
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ホームページ



❹文化・芸術・スポーツ
№６７

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ４７人 男５人 女４２人

活動日

№６８
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ６４０人 男１６０人 女４８０人

活動日

35

活動場所（地域） 鳥栖市内、近隣市町 不定期

ホームページ

【設立趣旨】市内の各種文化団体相互の連携と親睦をはかるとともに、その資質向上につとめ、あ
わせて鳥栖市の文化向上、発展に寄与することを目的に設立

【活動内容】市民文化祭、春の芸能祭の開催、芸術文化賞の表彰、文化イベントの共催、後援な
ど。近隣市町の文化団体との交流など。

【団体ＰＲ】加盟団体がお互いに協力しながら、鳥栖市の文化芸術の振興に貢献しています。いっ
しょに鳥栖市の文化を盛り上げていただく団体の加盟をお待ちしています。

会員募集 している。（団体での加盟となる）

会費の有無
年会費　　団体：３，０００円
個人：７００円

④文化・芸術・スポーツ ⑧国際協力・交流

トクテイヒエイリカツドウホウジン　トスコドモミュージカル

特定非営利活動法人　鳥栖子どもミュージカル

〒841‐0051  鳥栖市元町１２２８番地２ 平成15年6月18日

　大島　英二 会則の有無

有馬　治子
TEL ０９４２－５５－１０００

Fax　０９４２－５５－１０００ Eメール　kidstosu@kumin.ne.jp

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】ミュージカルという表現活動を通しての子どもの健全育成と地域からの質の高い文化の発
信

鳥栖市民文化会館内
TEL　０９４２－８５－３６４５

Fax　０９４２－８５－３６４７ Eメール

主な活動分野

【活動内容】鳥栖市及び周辺地域の小学校３年生から中学生までの子どもたちを毎年公募、約一年
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。

会費の有無 有　6,000円

会長　　渡邊　孝保 会則の有無

【団体ＰＲ】一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。

トスシブンカレンメイ

鳥栖市文化連盟

〒841-0052  鳥栖市宿町８０７番地１７
鳥栖市民文化会館内

昭和43年10月25日

会員募集 ３月

活動場所（地域） 鳥栖市及び周辺地域 毎週月・金18:30～20:30

ホームページ http://kmtosu.jp/



❹文化・芸術・スポーツ
№６９

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ３４７人 男　　人 女　　人

活動日

№７０
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 　　６６人 男　 人 女　 人

活動日

36

ホームページ www.nobitoworks.com

会員募集

会費の有無 事業ごとに設定

活動場所（地域） 鳥栖市、基山町、みやき町 特に定めなし

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ ⑩子育て・子ども青少年健全育成

【設立趣旨】地方特有の豊かな自然環境と人の縁を生かした体験活動やコミュニティづくりに関す
る事業を行い、地域への愛着を育て、地方での豊かな暮らしづくりと、そんな生き方が当たり前に
なる社会の構築に寄与することを目的とする。

【活動内容】
・親子の野遊び入門「森のようちえんちぇすと」　・楽しいだけのサッカー教室 幼児・低学年クラス
・スポーツオンラインサロン「スポフク」　　　　・森の開拓コミュニティ「THE WOODYS KIYAMA」（共同事業）
・森と暮らす分譲地「GardenLaneたてまさ」（共同事業）
・その他、各種イベントや体験会50回以上開催（2019年度）　・空き家/空き地/遊休地の活用相談

【団体ＰＲ】鳥栖市の自然環境を次世代にも残していくため、ふるさとの原風景を守ることのお手伝い
が出来ればと思ってます。

ノビトワークス

〒841-0071　鳥栖市原古賀町820-29 平成30年8月1日

原田　光 会則の有無

TEL　090-9492-9804
Fax Eメール　info@nobitoworks.com

活動場所（地域） 鳥栖市内 サークル・教室ごとにかわります

ホームページ
フェイスブックページ「フィッ鳥栖」
鳥栖市公式HP→学ぶ・楽しむ→スポーツ→フィッ鳥栖

ノビトワークス

【設立趣旨】クラブは、あらゆる年代の会員がスポーツ活動や運動及び文化活動に親しむことができる
環境を整備し、会員相互の親睦を深め、健康の維持・増進を目指す。さらに、スポーツ宣言都市である
鳥栖市においてスポーツの一層の振興と普及を図ることで、豊かな活力のある地域社会の確立に貢献す
ることを目的とする。
【活動内容】【サークル】・ボディメイクケア・ヨガ（中級・初級(午前の部・午後の部）・美ingストレッチインナーシェイプ・リラックススト
レッチ・ノルディックウォーキング・ジュニア硬式テニス・卓球・幼児のためのサッカー教室
【教室】・ちょいフィット・チャレンジスポーツ教室【地域交流イベント】【鳥栖市地域スポーツ活性化事業】・健康スポーツ（ヨガ初級・リラッ
クスストレッチ・ボディメイクケア・美ｉｎｇストレッチインナーシェイプ・ひめトレ）小学生スポーツ（ミニバスケット教室・タグラグビー教室・
卓球教室・ジュニア硬式テニス・いろいろスポーツ）スポーツ指導者講習会（市民スポーツセミナー）・スポーツ体験会

【団体ＰＲ】当クラブは、子どもから高齢者まで誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に応じ
て、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツ・レクリエーションに親しむことができるクラブを目指
し、平成２２年３月２４日に設立された鳥栖市を拠点とする総合型スポーツクラブです。

会員募集 随時募集しています。

会費の有無
年会費（一般3,000円、小中学生2,000
円）　幼児・賛助会員1,000円

会則の有無

クラブマネージャー寺﨑 留美子

TEL　０９４２－８５－８５８６
Fax　０９４２－８５－８５８６ Eメール fitosu.info@gmail.com

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ

トスシスポーツ・レクリエーションクラブ　フィットス

鳥栖市スポーツ・レクリエーションクラブ「フィッ鳥栖」

〒841‐0052  鳥栖市宿町926

（鳥栖市民体育館内）
平成22年3月24日

会長　中村  直人



❹文化・芸術・スポーツ
№７１

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １７人 男９人 女８人

活動日

№７２
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ３０人 男　人 女　人

活動日
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ビッグベア

ビッグベア

〒841-0026  鳥栖市本鳥栖町537-1

（フレスポ鳥栖2階・とす市民活動センター内）
平成11年9月8日

實本　慎吾 会則の有無

TEL ０８０－５２４２－３６１８ Fax Eメール　bigbear.ciband1999@gmail.com

主な活動分野 ②生涯学習 ④文化・芸術・スポーツ

【設立趣旨】発起人がジャンルや楽器の編成に関係なく、奏者・聴衆が音楽を楽しめることができる音
楽団体をつくりたかった為設立

【活動内容】定期練習、自主公演、イベント参加、依頼による訪問演奏を行っています。

【団体ＰＲ】原則18歳以上の方で管楽器、弦バス、キーボード、打楽器を自己所有している方を募集し
ています。なお、18歳以下で入団希望される場合、保護者の同意と同意書が必要です。

会員募集 随時

会費の有無
正団員1000円 準団員チケット
制5枚つづり2000円

活動場所（地域）
鳥栖市をはじめ佐賀県東部地
区、筑後地区、筑紫地区

毎週金曜日　必要があれば別に設定する
場合があります。

ホームページ https://bigbear1999.amebaownd.com/

ファミリーウィンズトススイソウガクダン

ファミリーウィンズ鳥栖吹奏楽団

〒841‐0026　鳥栖市本鳥栖町537-1
とす市民活動センター内　Ｎｏ．5

平成20年4月1日

西田　幸治 会則の有無

TEL　050－5361－1835 Fax Eメール　family.winds.tosu@gmail.com

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ

【設立趣旨】　鳥栖市ならびに佐賀県東部地区において、一般吹奏楽団体として市民に音楽活動の
場を提供する目的のために設立

【活動内容】　各種イベントでの吹奏楽演奏

【団体PR】 メンバーは20代から60代までで構成されており、毎週土曜日に音楽を楽しんでいま
す。ご興味のある方は、family.winds.tosu@gmail.comにご連絡いただき、練習をのぞきにきてく
ださい。

会員募集
募集中。特に、クラリネット、サックス、ホルン、トロンボーン、パー
カッション。

会費の有無 ２０００円/月

活動場所（地域）
鳥栖市・鳥栖市近郊
練習場所：鳥栖市文化会館 土18～22時

ホームページ http://tosu-winds.selfip.com/index.php



❹文化・芸術・スポーツ
№７３

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２８人 男１６人 女１２人

活動日

№７４
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １４人 男８人 女６人

活動日
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活動場所（地域） 鳥栖市内及び近隣地区 月４回　毎週木曜日

ホームページ

【設立趣旨】ボランティア活動を通じ、老人施設の慰問、また各市内のイベント等に参加し色んな
世代の皆さんと共に元気と感動を分かち合う。

【活動内容】毎週木曜日に練習を行い、老人施設、近隣のイベント行事に参加し、年間２０回程度慰
問、交流活動をしています。又団員皆でアイデアを出し合いカラオケ舞踊、お芝居等で皆さんと楽しい
時間を過ごしています。

【団体ＰＲ】これからも団員一同精進し皆様から愛される劇団をめざして活動していきます。いつでも
気楽にお声をかけてください。

会員募集 いつでもしています。

今福　淳一 会則の有無

会費の有無 年会費１人/６，０００円

TEL　０９４２－８３－０３０５
　　　　０９０－４３４０－３８９８

Fax Eメール

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ

フルサトノオンガクキョウイクカ　スヤマサトシケンショウカイ

ふるさとの音楽教育家　陶山聰顕彰会

〒841-0026鳥栖市本鳥栖町537-1フレスポ鳥栖2階
（とす市民活動センター）

平成31年2月23日

山下　正剛 会則の有無

TEL　0942-83-2827
（志藤　利則）

Fax Eメール　dgha012@yahoo.co.jp

主な活動分野 ②生涯学習 ④文化・芸術・スポーツ

【設立趣旨】鳥栖市幸津町出身で県内の校歌や「県民体育大会の歌」など3,000曲を超える作曲をはじ
め、作曲集など出版され　佐賀県音楽教育の発展に貢献された音楽教育家陶山聰の功績を顕彰し遺され
た作品を市民や多くの方々に伝え、鳥栖市の音楽文化を継承する。

【活動内容】陶山聰先生が遺された音楽文化を市民や多くの方に伝え広める活動を行っています。音楽が好きな
方が集まり、先生が作曲されたふるさとの曲などを皆んなで楽しく歌う会の開催と先生が遺された作品や楽器等な
どの愛用品を展示公開する活動

【団体ＰＲ】各まちづくりセンターなどを利用して、歌の好きな方が集まり、人の親睦と交流を兼
ねて歌の練習などを行っています。

会員募集 音楽の好きな方（陶山聰先生の曲が好きな方など）

会費の有無 年会費2,000円

活動場所（地域） 鳥栖市内 毎月第一水曜日　13：30～15：00

ホームページ

ホガラカゲキダン

ほがらか劇団

〒841‐0073  鳥栖市江島町２１７８ 平成20年10月



❹文化・芸術・スポーツ
№７５

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２３人 男　０人 女２３人

活動日

ボランティアコーラス「コール　トリンス」

ボランティアコーラス「コール　とりんす」

〒841-0017  鳥栖市田代大官町８４８番地２ 平成１２年３月

山内　久仁子 会則の有無

TEL　０９４２－８２－２９２１ Fax　０９４２－８２－２９２１ Eメール　kuniko21@kumin.ne.jp

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ

【設立趣旨】ボランティアコーラス（童謡、唱歌、懐メロ等）で障害者、高齢者、子育て等の各施
設を訪問、また市内のイベントに参加し一緒に歌い、皆さんに楽しんでいただきたい。

【活動内容】月２回第１、第３火曜日に練習し、子育て支援から障がい者、高齢者の施設まで、年
間３０日程音楽交流しています。コーラスだけではなく、会員皆でアイディアを出し合い、踊り、
体操、パネル、お面等を使用して会場の皆さんと楽しい時間を過ごしています。

【団体ＰＲ】依頼があれば、ボランティアでどこでも参ります。
小人数での対応も出来ます。気軽に声をおかけ下さい。

会員募集 一緒にコーラスでボランティアを希望される方歓迎します。

会費の有無 あり（月：５００円）

活動場所（地域）

ホームページ

主に鳥栖市内
第１、第３火曜日
１０：００～１２：００
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❺環境保全
№７６

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２６人 男２６人 女０人

活動日

№７７
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ５人 男　１人 女　４人

活動日

四阿屋会

アズマヤカイ

〒841－0055  鳥栖市養父町503-2 平成24年2月29日

志藤　利則 会則の有無

TEL ０９４２－８３－２８２７ Fax Eメール　dghqd012@ybb.ne.jp

主な活動分野 ③まちづくり ⑤環境保全

【団体ＰＲ】安良川河川道のコスモスロードづくりや国道34号線緑地帯の芝桜の育成など市民の皆
さん方の健康づくりや環境美化に活動しています。

【活動内容】安良川河川道及び勝尾城登山道（市道）の雑草刈作業及びコスモスロードづくりで市
民のウォーキングや登山コースとして市民の皆さんの健康づくり支援と環境保全活動を行う。

【設立趣旨】四阿屋神社を流れる河内川/安良川流域の環境保全と地域住民の親睦交流を推進し地
域の歴史文化の継承支援を行い、安良川河川道の環境整備とコスモスロードづくりを行う。

会員募集 しています。

会費の有無 年会費1，０００円

活動場所（地域）
安良川流域（牛原、蔵上、
幸津、山浦町）

５月～１２月の土曜日
（1～２回程度/月）

ホームページ

ウチナル

ウチナル

〒841-0073　鳥栖市江島町2371番地2 令和２年１月

天野　俊作 会則の有無

TEL　08039505253 Fax　なし
Eメール

waku.earthjapan@gmail.com

主な活動分野 ⑤環境保全

【設立趣旨】この会は、環境保全活動・まちづくりに関する活動（事業）を行うことにより、地域
コミュニティの活性化、また地域の環境への関心を助長し循環型の地域の構築を目的とする。

【団体ＰＲ】自然大好き!物作りが好き!新しいことにチャレンジしたい!等皆の好きを力に自然を
守るアクションを一緒に作っていきませんか。

【活動内容】
・竹灯篭作り、竹間伐
・里山と人をつなぐイベントの企画
・SDGｓを意識したワークショップの開催

会員募集 随時

会費の有無
正会員年1,000円
賛助会員年2,000円

活動場所（地域） 鳥栖、基山等 不定期

40

ホームページ FB  https://www.facebook.com/ｕｔｉｎａｒｕ．saga/



❺環境保全
№７８

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １０人 男　　人 女　　人

活動日

№７９
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １３人 男１０人 女３人

活動日

エコネット・とす

エコネット・トス

〒841‐0039  鳥栖市土井町２１３番地５ 平成１6年１０月

今泉　展代 会則の有無

TEL　０９４２－８３－３４１５ Fax　０９４２－８３－３４１５
Eメール
nao-doi-tashi.ten-swi@palette.plala.or.jp

主な活動分野 ⑤環境保全

【設立趣旨】エコネット・とすは、生活者の視点から、環境にやさしいエコ活動を推進するために
発足したグループです。
地球温暖化防止とリサイクルの活用を推進しています。

【団体ＰＲ】温暖化防止をむずかしく考えず、日常生活の中でだれでも意識して取り組めば、地球
にやさしい環境に配慮できる行動がおこせますので、互いの意識の啓発活動を行っていきたい。

【活動内容】・古布の再利用、小物作り、エコ・フリーマーケットの開催（毎月第３日曜日）・家庭か
ら出る廃食油からの石鹸作り（粉石けん、固形石けん）・生ごみ減量のため、家庭でできるたい肥作り
の啓発環境講演の開催(年１～２回）、ＥＭ菌を活用してのライフグッズ。・エコライフ講座 毎月第
３日曜日　１０時～１２時

会員募集 している。

会費の有無 無

活動場所（地域）
鳥栖三養基リサイクルプラザ
高尾宅(鳥栖市内) 月２回第２木曜日・第３日曜日

トクテイヒエイリカツドウホウジン　エコプロモーション

ホームページ http://www.geocities.jp/ekonetto1118/

特定非営利活動法人　エコプロモーション

〒841‐0016  鳥栖市田代外町６４９番地１
（九州医療専門学校内）

平成16年4月15日

門司　誠一 会則の有無

新郷
TEL　０９４２－８３－４４８３

Fax　０９４２－８２－２９１８ Eメール singo@kac.ac.jp

主な活動分野 ③まちづくり ⑤環境保全

【設立趣旨】関連の医療法人、社会福祉法人、学校法人と連携して医療環境分野でのボランティア
活動やセミナーを実施

【団体ＰＲ】各法人で培ったものを活かし、セミナーなどを実施しています。

【活動内容】環境セミナー・ボランティアなどを実施

会員募集 随時

会費の有無
入会金：５，０００円
年会費：　　５００円

活動場所（地域） 鳥栖、三養基、久留米、福岡 不特定
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ホームページ



❺環境保全
№８０

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２２人 男１９人 女　３人

活動日

№８１
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １９人 男１８人 女１人

活動日

カワチダムシュウヘンカンキョウリンサポーターレンラクキョウギカイ

河内ダム周辺環境林サポーター連絡協議会

〒841‐0026  鳥栖市本鳥栖町５３７－１
フレスポ鳥栖２階　とす市民活動センター内

平成21年6月20日

牟田　忠儀 会則の有無

とす市民活動ネットワーク
TEL　０９４２－８１－１８１５

Fax　０９４２－８０－７１８４ Eメール

主な活動分野 ③まちづくり ⑤環境保全

【設立趣旨】河内ダム周辺環境林を保全・活用することで、自然と共存する地域づくりを図ること
を目的とする。

【活動内容】・育樹した後の下草刈り年２回
・河内ダム周辺環境林保全活用に関する情報交換他

【団体ＰＲ】・参加者（下草刈り）の方や地元の方との交流ができます。

会員募集 募集してません。

会費の有無 ナシ

河内ダム周辺 年に数回（不定期）

トクテイヒエイリカツドウホウジン　クセンブクラブ

ナシ

活動場所（地域）

ホームページ

特定非営利活動法人　九千部クラブ

〒841‐0026  鳥栖市本鳥栖町５３７－１
フレスポ鳥栖２階　（とす市民活動センター内）

平成20年4月12日

秋山　學 会則の有無

TEL ０８０－５６０３－２６４２ Fax　０９５２－５２－１８８５ Eメール　manabu2804@yahoo.co.jp

主な活動分野 ⑤環境保全

【活動内容】孟宗竹の伐採、広葉樹の植樹等また、竹、樹木を利用した昔あそびや炭焼き、そば打
ち体験

【設立趣旨】森林が荒廃し本来の森林機能が失われている。それを元の姿にもどすための活動をす
る。

【団体ＰＲ】森の中で竹ご飯を作ったりそば打ちをしたりしながら楽しく森林保全活動をやってま
す。

会員募集 いつでも

毎月第２日曜日
（変更することもあり）

会費の有無 年会費：３，０００円

ホームページ フェイスブックページ「九千部クラブ」(www.facebook.com/kusennbu)

活動場所（地域） 佐賀県東部
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❺環境保全
№８２

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２９人 男　　人 女　　人

活動日

№８３
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ５人 男　２人 女　３人

活動日

ゲンパツヲカンガエルトスノカイ

原発を考える鳥栖の会

〒841-0051  鳥栖市元町１２５５－１ 平成23年10月1日

野中　宏樹 会則の有無

TEL ０９０－４２７６－４４３８ Fax　０９４２－８２－４３５７ Eメール hirokinona@ybb.ne.jp

主な活動分野 ⑤環境保全 ⑦人権・平和

【設立趣旨】今までの大量消費社会を顧み、新しいライフスタイルを考え持続再生可能なエネル
ギー社会を作り出してゆくこと。

【活動内容】・鳥栖市の地域の特色を活かした再生可能エネルギーを模索する。また、節電や様々
な可能性のあるエネルギーバランスと当市内で自給自足する再生可能エネルギーを市民自ら研究・
実践の場を提供する。・再生可能なエネルギーについて学びの場や講演などを行う。

【団体ＰＲ】市民自らが様々な角度からエネルギー問題に対して関心を深めライフスタイルのあり
方や、安全安心な環境を子どもたちに残す方法を共に模索する事が出来る。

会員募集 常に行っております。

会費の有無 1人１，０００円/年

活動場所（地域） 鳥栖市内
毎月1回のミーティング及びその他
企画実施日

www.geocities.jp/no-nucleus-tosu/

トスチュウオウコウエンクサカリタイ

ホームページ

鳥栖中央公園草刈隊

〒８４１－００32　鳥栖市大正町771番地 令和2年８月

岡本　哲朗 会則の有無

TEL　070-4482-1269 Fax　0942－85－8199 Eメール　oka03212019@gmail.com

主な活動分野 ⑤環境保全

【活動内容】
鳥栖中央公園の草刈とゴミ収集を通じてのコミュニケーション造り、とくに朝のあいさつをすることに
よる明るい公園の創造

【設立趣旨】なぜ人はゴミを捨てるのか？美の前でも捨てるのか？市民の力で公園を美しくし、真
の市民公園の創造を。

【団体ＰＲ】なぜ草は生ええるのか！その答えは草刈りの中にある。

会員募集 随時

無会費の有無

無

活動場所（地域） 鳥栖中央公園 毎日10：00～10：30（雨天中止）

ホームページ

43



❺環境保全
№８４

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １２人 男６人 女６人

活動日

№８５
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ３０人 男１５人 女１５人

活動日

トスノミライヲカンガエジッコウスルカイ

鳥栖の未来を考え実行する会

〒841-0032  鳥栖市大正町８５１番地３ 平成１３年１２月

古賀　和年 会則の有無

TEL ０９０－７４６８－８２４９ Fax　０９４２－８３－７１５５ Eメール tosumiraikai@gmail.com

主な活動分野

【設立趣旨】平成11年の基山町での「地球村」の環境講演会で環境が思っていたより、すごく悪く
なっているのを知り、平成13年に設立しました。環境を良くする答えは「生き方」を変えることで
す、そのことを伝えていきたい。

【活動内容】年2回春と秋に、リユース目的の「環境フリーマーケット」「要るく祭」を平成15年より
25年まで11年間に22回開催して来ました。また、環境講演会を開催し、「地球村」の高本善之氏・吉田
俊道氏・福田俊明氏等をお呼びし、鳥栖市にも環境の提言を多く出してます。

⑤環境保全 ⑦人権・平和

【団体ＰＲ】環境保全は、山・森・川・海等を守る自然環境から人間環境（平和・人権）など幅広
い分野ですが解決の答えがありました。それは「生き方を変える」「降りていく生き方」です。ぜ
ひ伝えていきたい。

会員募集 常にしています。

会費の有無 ありません

活動場所（地域） 鳥栖市及び鳥栖近郊
定例会　毎月第４木曜日
PM８:００～１０：００

ホームページ

グッドニュース

Good　News

〒841-0061　鳥栖市轟木町1271-14 平成20年2月1日

中島　重人 会則の有無

TEL　080-3974-4160 Fax Eメールgoodnews.sk@icloud.com

主な活動分野 ③まちづくり ⑤環境保全

【活動内容】・毎月第二土曜日　筑後川防災施設くるめウス周辺の清掃活動・筑後川流域での自然体験
活動（不定期）・「筑後川を綺麗にするユニークな方法！Good　Newsカード」の運営
※ゴミ拾い活動参加者にカードを配布。協力店へ持参すると割引サービスなどをうけられる仕組み。

【設立趣旨】自分達が見たいと思えるようなGood　Newsを自ら発信しようと設立し、2008年2月よ
り筑後川の清掃活動を開始。

【団体ＰＲ】「エコよりもニコ！」をテーマに活動しています。2歳のお子さんから70歳の高齢者、親
子連れ学生や企業など参加者も幅広く、参加者は毎回70名～160名ほど。筑後川を楽しみながら活動す
る事で、環境問題へ関心を持つきっかけの入口作りを行っています。

会員募集 随時

活動場所（地域）
筑後川（今後は鳥栖市内で
の活動も計画）

会費の有無 無し

毎月第2土曜日（今後は鳥栖市内で毎月第
3土曜日に活動企画中）

ホームページ https://ja-jp.facebook.com/makegoodnews
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❺環境保全
№８６

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数
２３人

（団体含） 男１９人 女４人

活動日

№８７
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ３１人 男２６人 女５人

活動日

ノウノウムラ

のうのう村

〒841‐0026  鳥栖市本鳥栖町５３７－１
フレスポ鳥栖２階（とす市民活動センター内）

平成16年4月1日

　小森　悟護 会則の有無

TEL ０９０－８２２２－０７６７

（橋本）
Fax ０９４２－８５－１００８ Eメール nounoumura@gmail.com

主な活動分野 ⑤環境保全 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】農の環境保全と健康増進及び安全で美味しい米・野菜作りを実習する。
農体験活動の普及「農のある暮らし」「いのちあるものの相互の交流」「食・文化の再生」

【活動内容】①休耕田で化学資材・農薬を使用しない米、野菜作りを実習する
②休耕田にコスモス、レンゲ、菜の花等の景観植物を植えて景観を保護・向上させる
③ハンディのある人々との共働活動で地域の農環境を守る
④農体験を通じて子育て、子ども、青少年の健全育成に寄与する
【団体ＰＲ】参加者の交流を大切にしながら里山の自然を守り、農体験の普及に努めています。

会員募集 随時しています。

会費の有無
入会金：２，０００円
年会費：２，０００円

活動場所（地域） 鳥栖市神辺町
土日中心の共同作業、各自による自由
区画での野菜作り

ホームページ 有（「のうのう村」で検索してください）

ヤブヤスロガワヲマモルカイ

養父安良川を守る会

〒841－0086  鳥栖市牛原町591－2 平成25年12月15日

天本　幸春 会則の有無

TEL　０９４２－８５－３０２８ Fax　０９４２－８５－３０２８ Eメール

主な活動分野 ③まちづくり ⑤環境保全

【設立趣旨】地域のシンボルである安良川の環境整備及び河川道の花の育成活動に依る環境保全と
地域の親睦交流を目的としたまちづくりを目指す。

【活動内容】
・安良川河川敷の草刈作業及び清掃・・・2回/年（5月、10月）
・河川道の草刈及び花の植栽育成・・・6月～7月
・安良川の清掃作業・・・7月
【団体ＰＲ】安良川の環境整備や花の植栽育成活動を通し地域の交流や市民の方々の散策ウォーキ
ングエリアづくりを目的に活動している団体です。

ホームページ
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会員募集 しています。

会費の有無 1,000円（入会金）

活動場所（地域） 養父町内 年間活動計画に基づき活動



❻災害・防災・防犯
№８８

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ５人 男　　人 女５人

活動日

№８９
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 100人（法人） 男９人 女１人

活動日

トスボウサイノワ　テトテ

とす防災の輪　てとて

〒841-0026　鳥栖市本鳥栖町537番地1　フレスポ
栖2F　とす市民活動センター内

令和２年１月

朝長　由美子 会則の有無

TEL Fax　－　　－ Eメール
slow_iife_yoga_takesumi@yahoo.co.jp

主な活動分野 ⑥災害・防災・防犯

【設立趣旨】自然災害の発生自体を予防することはできないが、過去の災害から学び、被害を最小
限にするための努力はできる（減災）という考えから、この減災への取り組みを行う。医療・福祉
の専門知識を持つ女性メンバーを中心に、女性の目線で行うことができる支援を、災害発生時にお
いて行う。
【活動内容】

・防災体操を地域に広め、日頃から防災意識を持てるよう知識の普及啓発を行う。
・防災に関する研修、ボランティア養成事業を行う。
・被災害地域の住民に対し、ボランティア活動を行う。　・防災に関する各種団体との連携を行う。

【団体ＰＲ】医療福祉の専門知識を持つ女性メンバーが中心となり、女性目線から減災に取り組む団
体です。私たちのモットーは「楽しみながらボランティアをする」です。

会員募集 随時

会費の有無 年会費　1000円

活動場所（地域） 鳥栖を中心に全国どこでも 年中無休

ホームページ
フェイスブック　「とす防災の輪　　てとて　」
https://www.facebook.com/tosubousainowatetote/

トクテイヒエイリカツドウホウジン　ホアンカンシキョウカイ

特定非営利活動法人　保安監視協会

〒841‐0048  鳥栖市藤木町１１４９番地１ 平成１７年２月

権藤　正一 会則の有無

TEL ０９０－１５１３－４９２１ Fax　０９４２－８４－５０１９ Eメール ajisai@ori.bbiq.jp

主な活動分野 ⑤環境保全 ⑥防犯・防災

【設立趣旨】防犯・防災

【活動内容】機械による防犯・機械による災害監視

【団体ＰＲ】防犯・防災に係る活動研究
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ホームページ

会員募集 面談

会費の有無
入会金：１０，０００円、
年会費：６，０００円

活動場所（地域） 九州一円 ＡＬＬ　ＤＡＹ　ＮＩＧＨＴ



❽国際協力・交流
№９０

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 　　３６人 男　　６人 女　３０人

活動日

№９１
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２４人 男７人 女１７人

活動日

トスニホンゴヒロバ　トリンス

とすにほんごひろば～とりんす～

〒841-8511　鳥栖市宿町1118番地　鳥栖市市民協働
推進課内

平成２９年１０月

牧﨑　由美子 会則の有無

鳥栖市市民協働推進課
TEL　0942-85-3508

Fax　0942-83-3310 Eメール　kyoudou@tosu.city.lg.jp

主な活動分野 ⑧国際協力・交流

【設立趣旨】外国人の方が日本語や日本のルールが分からないことで起こる、日本人とのトラブル
を未然に防ぐとともに、外国人の方にとっても暮らしやすいまちづくり、居場所作りを目的として
います。

【活動内容】外国人の方を対象とした日本語教室「とすにほんごひろば～とりんす～」を開催し、日本
語や日本のルール、日本文化等について、にほんごパートナーさんのご協力をいただきながら、楽しく
活動しています。

【団体ＰＲ】鳥栖市に住む外国人の方と日本語で楽しくおしゃべりしています♪

会員募集 募集の際は市報や市ＨＰ等でお知らせします。

会費の有無 なし

活動場所（地域） 鳥栖市全域 月２回（日曜日　10：30～12：00）

ホームページ

トクテイヒエイリカツドウホウジン　ライファ

特定非営利活動法人　Ｒ　Ｉ　Ｆ　Ａ

〒841‐0016  鳥栖市田代外町５７７番地
弘堂国際学園内

平成24年6月

理事長　山本　由子 会則の有無

テオ、佐藤
TEL　０９４２－８１－５０７５

Fax　０９４２－８４－６４７０ Eメール　rifa@codoi.com

主な活動分野 ⑧国際協力・交流

【設立趣旨】友愛と奉仕の精神に基づき、会員の親睦と連携を図り世界が一つになることを希求
し、互いの輪（和）を全世界に広げることにより世界平和の実現に寄与することを目的とする。

【活動内容】・外国人と一緒にワークショップ ・日本語ボランティア ・各国の料理教室（中国、マレーシア、
オランダ、コロンビアなど）
・留学生とクリスマスボウリング大会　・大茶会に外国人招待　・ネパールの児童養護施設支援
・中国語、韓国語、ネパール語、ベトナム語、日本語手話などの各講座

【団体ＰＲ】留学生や外国人に支援を続けて33年目になります。私たちは世界中の人たちと「共に
学び 共に生きる｣をモットーに活動しています。皆さんの温かいご支援をお待ちしています。会
員、賛助会員を募集しています。
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ホームページ   facebook : 「Npo Rifa」で検索

会員募集 随時募集

会費の有無
個人会員：年間１０，０００円
賛助会員：寄付　3，０００円（一口）

活動場所（地域） 鳥栖市、アジア地域
例会：第二、第四金曜日１９：００～
その他各事業に準ずる



❾男女共同参画
№９２

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １０人 男　０人 女　１０人

活動日

№９３
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １５人 男２人 女１３人

活動日

スプラウトサガ

スプラウト佐賀

TEL　0942-82-2614 Fax　0942－82－2614 Eメール　k.oyama@kan-z.co.jp

大山　加奈惠 会則の有無

〒８４１－００５１　鳥栖市元町1310番地 令和元年７月

【設立趣旨】地域で活躍できるリーダーを目指す女性の勉強会と交流会を開催し、知識向上と情
報交換の機会とすることを目的とする。また女性起業家がより良い環境の中で自分らしく活躍で
きる場づくりを作る活動を行う。

【活動内容】
・地域の女性リーダーを目指す人の知識向上の勉強会
・相互の親睦

不定期　月に１回程度

会費の有無 なし

主な活動分野 ⑨男女共同参画

【団体ＰＲ】地域の女性リーダーを目指す人や女性経営者が学ぶ機会、相互に学び合う機会や交
流をできる場所を作る取り組みにも力を入れていきます。また佐賀県ベンチャーネットワークな
ど他の支援団体や行政と連携し、互いの学びを互いの発展に繋げられるネットワーク作りから活
動を進めていきます。

会員募集 あり
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ホームページ

活動場所（地域） 佐賀県内

トスダンジョキョウドウサンカクシミンジッコウイインカイ

とす男女共同参画市民実行委員会

〒841-8511  鳥栖市宿町１１１８番地
鳥栖市市民協働推進課

平成１８年６月

なし

活動場所（地域）

委員長　久保　美根子 会則の有無

鳥栖市市民協働推進課
TEL ０９４２－８５－３５０８

Fax　０９４２－８３－３３１０ Eメール　kyoudou@tosu.city.lg.jp

主な活動分野 ⑨男女共同参画

鳥栖市全域
定例会：毎月第１木曜日１９：００
～

【設立趣旨】男女が性別に関わりなく、喜びも責任も分かち合い、それぞれの個性と能力を十分
に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指して、啓発事業を開催し、広く男女共同参画につい
て市民に知る機会を提供することを目的としています。

【活動内容】一人ひとりが自分らしくいきいきと暮らすことができるよう、男女共同参画フォー
ラムやセミナーなど、各種啓発事業の企画・準備・実施・運営に関する活動を行っています。

【団体ＰＲ】いろんな思いやアイデアをお持ちの方、一緒に活動してみませんか？

ホームページ

会員募集 している。（随時募集中）

会費の有無



❿子育て・子ども・青少年健全育成
№９4

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数

活動日

№９５
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２０人 男　０人 女２０人

活動日活動場所（地域） 鳥栖・基山 ５月～３月

ホームページ

【団体ＰＲ】１人で悩まなくてもいい！！をモットーにお互いの悩みを共有しながら、家族の未来のた
めに向上していくことを目指しています。仲間と共に一緒に学んでみませんか？

会員募集 会則に賛同して下さる方、自閉症について勉強したい方

会費の有無 無し

Eメール　afamilys0321@gmail.com

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】自閉症スペクトラム本人やその家族への講義及び学びの場の提供それらの親子が孤立
せず、互いに励ましあえるような居場所作りと啓発

【活動内容】年５回の、一級心理士の資格を持つピアカウンセラー（当事者）、行動療法、OT、PT、ST
によるセミナーの開催仲間とのふれあいができるレクレーションの企画、運営：新型コロナウイルス感
染症対策のため、今年度は会員限定

TEL　０９４２－８５－８６３８ Fax　０９４２－８５－８６３８

エーファミリーズ

Aふぁみりーｓ

〒841-0071　鳥栖市原古賀町504-2 平成29年3月20日

西村　真佐代 会則の有無

トクテイヒエイリカツドウホウジン　イチムラシゼンジュク　キュウシュウ

特定非営利活動法人　市村自然塾　九州

〒841‐0087  鳥栖市河内町字谷口２２１２番２ 平成14年1月28日

代表理事　柴田　暢雄 会則の有無

法人正会員：１口３万円、
個人正会員：１口３千円 ５２法人・７２個人

鳥栖市河内町周辺地域 ３月～11月　全18ステージ

（事務局）
TEL　０９４２－８２－５２１１

Fax　０９４２－８２－５５０２ Eメール　info@szj-k.com

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】市村自然塾九州は、コカ・コーラボトラーズジャパン㈱の、社会貢献活動の一環として設
立したNPO法人です。
「生きる力を大地から学ぶ」を基本理念に、小学4年から中学2年までを対象として農作業を中心とした
自然体験活動や宿泊を伴う共同生活を通じて、子どもたちの健全な育成、成長を支援するものです。
【活動内容】農作業を中心とした自然体験活動や寝食を共にした共同生活を通じて、①自然を慈しむ心
②相手を思いやる心③社会の一員として社会の基本的なルールを守る心④自分のことは自分でやる力⑤
安全（危険）を知る力という「３つの心と２つの力」を育み、青少年の健全育成に寄与する。

【団体ＰＲ】「生きる力を大地から学ぶ」を基本理念とし、自然の助けを借りながら、共に考え知恵を働かせ、自
らが汗を流し、自らが成長することを基本的な考え方にしている。
運営方針は、安全面に配慮し、危険を伴う事柄や基本的な事柄については 教えるが、「指示する・命令する・教
える・世話をやく」等の指導は最小限にして、子どもたち自らの気づきを促すとこを基本スタンスにしている。

会員募集 正会員・賛助会員　募集しています。　　ボランティア　募集していません。

活動場所（地域）

会費の有無

ホームページ http://www.szｊ-k.com
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http://www.okaasan.net/#
http://www5.hp-ez.com/hp/toyhptosu/#


❿子育て・子ども・青少年健全育成
№９６

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ９人 男　０人 女９人

活動日

№９７
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ７人 男　２人 女　５人

活動日

ガクセイボランティアダンタイシマットクラブ

学生ボランティア団体しまっとクラブ

〒841-0017  鳥栖市田代大官町１９３８番地
田代まちづくり推進センター内

昭和６２年１２月

〒841-0018　鳥栖市田代本町1141番地7 令和元年5月1日

TEL 080-3901-1884 Fax
Eメール

simattokurabu@gmail.com

しています。

お話し会：第3土曜日 午後2時～3時
スタッフ会：毎週金曜日 午前10時～12時

嶋崎　京介 会則の有無

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】学生が学校ではできない社会貢献などボランティアの大切さを学ぶ場所を設けて地域
の人たちとの交流ができるような活動を目的とする.

【活動内容】
・親子などを対象としたものづくりのイベント　・ボランティア同士の交流、情報交換
・地域交流に必要な事業　                    ・学生を対象とした活動

会員募集 随時募集中

【団体ＰＲ】本や子どもが好きなスタッフが集まって、子育ての悩みや、喜びを話しながら、楽し
くやっています。ほっとできる場所です。

会員募集

会費の有無 無

【団体ＰＲ】
しまっとクラブでは一緒に活動してくれるボランティア(学生を)募集しています。ボランティアに
興味がある方友達や1人でも可能です。お待ちしております

活動場所（地域） 佐賀県鳥栖市
毎月第３日曜日(場合によって中止、変更
あり)

ホームページ http://simattokurabu.jugem.jp/

オハナシブンコ　グルンパ

おはなし文庫　ぐるんぱ

池田　久美子 会則の有無

【設立趣旨】子ども達が楽しみながら、読書への関心を持ち、情緒豊かな心を育て、将来を通じ
て、根底を支えてくれる本と出合ってほしい。そのお手伝いがしたいとの思いで設立しました。

【活動内容】毎月１回のお話し会の実施。それに向けて毎週金曜日のスタッフ会において、プログ
ラム、ポスター、パネルシアターの製作などを行っています。小学校や子育て支援センターに出向
いてのお話し会の実施。

活動場所（地域） 田代まちづくり推進センター内

TEL　０９４２－８３－５２６１ Fax Eメール

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成
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会費の有無

ホームページ

http://simattokurabu.jugem.jp/#


❿子育て・子ども・青少年健全育成
№９８

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ３０人 男４人 女２６人

活動日

№９９
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ６人 男　０人 女６人

活動日

キタショウ　ワクワク　オハナシカイ

北小　わくわく　お話会

〒841-0037  鳥栖市本町３丁目１４６８番地１
鳥栖北小学校内

平成１０年４月

田村　紘呂子 会則の有無

鳥栖北小学校
TEL　０９４２－８３-２２９６

Fax Eメール

主な活動分野

【設立趣旨】“読み聞かせ”を通じて本の楽しさを伝えたい。
保護者や先生方のみならず、地域のみんなで子ども達を見守り育てたい。

⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【活動内容】・月に１～２回朝の読書の時間（AM8：15～8：25）に低学年の日、高学年の日に分れ、読
み聞かせをしています
・年に１回は各学年ごと（１・２・３年生）視聴覚室にて“お話会SP”として人形劇、パネルシア
ター、紙芝居、エプロンシアター等４５分間の公演も有

会員募集 ご興味をもたれた方、是非一度見学においでください。

学校の予定に合わせています。　金曜日
の朝読の時間です。

【団体ＰＲ】気軽にふらっと立ち寄れるアットホームなサークルです。
お友達作りや情報交換、また、たまにはみんなでお茶を飲みながら、ちょっといきぬきも……。
予約など不要です！ぜひ遊びに来てください！！

会費の有無

【団体ＰＲ】本が好き、子ども達が大好きというメンバーが集まっています。月に1回ですが、慌ただしい学校生活の中で、10分間の豊かなお話しの世界を！子ど

も達や先生方にとって、「楽しい一日の始まりになればいいな」と思いながら読み聞かせをしています。プロではありませんので、一人でも「今日のお話し面白かった♡」と

思ってくれればOKです。いくつかの読み聞かせのルールはありますが、自分なりの読み方で、子ども達に本の楽しさが伝わるように心がけています。子ども達からは、毎回

元気をもらえます。楽しいですよ！無理をしないで、月1.2回、10分で出来るボランティアです。

なし

活動場所（地域） 鳥栖市立鳥栖北小学校

会費の有無
蔵上在住の方（参加無料）
他地域の方（５０円/１回）

ホームページ

クラッコクラブ

くらっ子クラブ

〒841-0056 鳥栖市蔵上２丁目２３１番地　（蔵上公民
館）

平成１４年４月

藤本　美幸 会則の有無

主な活動分野

【活動内容】・主に公民館内での親子ふれあい遊び、簡単工作など
・地域ボランティア清掃、公園のトイレ清掃
・公園での自由遊び

蔵上公民館（月、水、金のみ）
TEL ０９４２－８３－０７６６

Fax Eメール

会員募集 しています。（未就園児とその保護者）スタッフも募集しています。

⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】・蔵上在住の未就園児及びその保護者同士の交流を図るため
・地域との交流を図る
・他地域との交流を図る

活動場所（地域）
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蔵上公民館（蔵上東公園） 不定期　１０：００～１１：３０

ホームページ

mailto:Eメールoya085kai@yahoo.co.jp#
mailto:Eメールoya085kai@yahoo.co.jp#


❿子育て・子ども・青少年健全育成
№１００

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２０人 男１人 女１９人

活動日

№１０１
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２５人 男  人 女  人

活動日

52

ホームページ なし。　Facebookに、子育てサポートMori　Mori　ページあり

会員募集 随時募集中

会費の有無 なし

活動場所（地域） 鳥栖市内及び近郊 不定期

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】子育てサポートMori Moriは、子育ての応援を必要とする家庭に集団託児という形で
保育サービスを提供すると共に子どもの健やかな成長を願い、安心して子育てが行える地域づくり
に努めます。

【活動内容】集団託児グループです。各種講演会、研修会などの際、別室でお子様をお預かりいた
します。

【団体ＰＲ】メンバー募集しています。

子育てサポート　Mori  Mori

〒841-0046  鳥栖市真木町２０１４番地８ 平成22年10月15日

執行　洋子 会則の有無

TEL ０９０－７４４６－９６２９ Fax　０９４２－８２－６５４８ Eメール

活動場所（地域） 鳥栖全域　佐賀県福岡県周辺 第2・4日曜日　10：30～16：30　　空いている日な
らいつでも可（5,10,15,20,25,30事務所の開放日です）

ホームページ http://www4.ocn.ne.jp/~sinsei3/

コソダテサポート　モリモリ

【設立趣旨】お金に変えられないものを伝えていく。
物の豊かさとともに消えゆく心の豊かさを何とか取り戻したい。
お世話になった方々へ恩返しをしたい。

【活動内容】幼稚園や公民館、福祉施設などへ出向いて、四季折々の草花などを使って年賀状や暑中お見舞いそ
の他絵葉書を使って、楽しい作品作りをしています。
3月に事務所移転（月に6回事務所を開放して無料にて作品指導）
事務所の名前≪癒しの時間≫　お茶でも飲みながら楽しいひとときを過ごしていただいています。

【団体ＰＲ】年齢に関係なく作れ、自然の草花の美しさを感じ、体験できる。参加を希望される方
は事前に連絡してください。

会員募集 しています

会費の有無 なし

TEL ０９０－７３８９－６３３３ Fax　０９４２－８２－８４４９ Eメール sinseioshibana@wit.ocn.ne.jp

主な活動分野 ① 保健・医療・福祉 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

ココロヲイヤシツタエルカイ　シンセイオシバナノツドイ

心を癒し伝える会　新世押花の集い

〒841－0074  鳥栖市西新町1422-165

≪癒しの時間≫
平成20年11月1日

下条　五代 会則の有無



❿子育て・子ども・青少年健全育成
№１０２

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ６人 男１人 女５人

活動日

№１０３
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２０人 男　０人 女　２０人

活動日
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ホームページ Facebookあります

会員募集 随時募集中

会費の有無
正会員２，０００円 賛助会員 個
人５，０００円、企業１０，０００円

活動場所（地域） 鳥栖市・基山町・みやき町 月・火・水

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】地域の大人や子どもたちが豊かな心と生きる力をはぐくむことができる地域づくりを
めざしています。

【活動内容】・子育てママの居場所づくり「ぽっぽ・おばちゃんとママかふぇ」
・1day shopぽっぽ･おばちゃん家

【団体ＰＲ】子育て中は、いろいろな不安でいっぱいになります。誰かに話せば、きっと子育ても
楽しく、心配事もみんな同じ様に思っているんだと気づきます。ぽっぽおばちゃんとおしゃべりし
ましょう。

特定非営利活動法人　子どもと文化のネットワーク　ぽっぽ・わーるど

〒841‐0051  鳥栖市元町１２２８番地２ 平成13年8月8日

藤　知映 会則の有無

服部　奈緒美
TEL ０９４２－８３－７４１５

Fax ０９４２－８３－７４１５ Eメール poppo-w@kumin.ne.jp

活動場所（地域） 鳥栖市立図書館２Ｆ集会室 毎月１０日

ホームページ

トクテイヒエイリカツドウホウジン　コドモトブンカノネットワーク　ポッポ・ワールド

【団体ＰＲ】誰にも、どこにも相談できず困っている親、子の地域の相談室として、不登校や高校
中退、引きこもりの子をもつ親が集まり、お互いの悩みを傾聴します。
決して一人で悩まず、ご相談下さい。

会員募集 しています。

会費の有無 年会費：１，０００円

Eメール

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】不登校や高校中退、ひきこもりの子どもをもつ親の地域の相談所として、NPO青少年
教育支援センターと連携をとりながら、無料相談を行う。

【活動内容】毎月土曜日に、鳥栖市立図書館２Ｆ集会室にて、無料相談会を行っています。１３時
～１７時の間で、誰でも参加できます。経験したスタッフやアドバイザーが悩みに傾聴し、１日で
も早く学校や社会復帰にむけて話し合います。

コトオヤ・ハナハナノカイ

子と親・花花の会

〒830-0031  久留米市六ツ門町１９－６ 平成21年7月10日

古賀　勝彦 会則の有無

TEL ０９４２－３３－００８６ Fax



❿子育て・子ども・青少年健全育成
№１０４

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １５人 男８人 女７人

活動日

№１０５
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １４人 男０人 女１４人

活動日

54

ホームページ

会員募集 募集中

会費の有無 月　200円

活動場所（地域） 鳥栖市 月２回（事前に連絡して下さい）

主な活動分野 ③まちづくり

【設立趣旨】
手作りマップで鳥栖市が分かりやすい、見やすい地図を作成する。
地域の情報もとり入れる内、地域内の農地で野菜作りもする。

【活動内容】1、手作りマップの情報などの収集と作成　2、農地で野菜作り

【団体ＰＲ】子育て中ママからの集まりから始めました。楽しく子どもと一緒に鳥栖の地域情報を知り
ながら、息ぬきできる、ホッとする場として集まってます。

さくらんぼランド

〒８４１－００２６　鳥栖市本鳥栖町５３７－１
とす市民活動センター

平成30年3月16日

中村　千春 会則の有無

TEL　0942-81-1815 Fax
Eメール
sakuranbo_land2018@yahoo.co.jp

活動場所（地域） 佐賀県全域 不定期

ホームページ 作成中

サクランボランド

【団体ＰＲ】子供達の笑顔を集める活動を楽しみながら行っています。一緒に活動したい方支援い
ただける方宜しくお願いします。

会員募集 随時募集

会費の有無 活動費実費

Eメール

kodomo.akaru.club@gmail.com

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】子供たちの夢を育む活動をめざし設立しました。

【活動内容】子供達に様々な活動を通して将来に向けた夢、目標を持ってもらう為の活動を行って
ます。並行して活動をサポートして頂く為の営業活動も行っています。

コドモアカルクラブ

子供耀倶楽部

〒842－0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町１８６５－３Ｂ１ 平成25年3月1日

福田　博志 会則の有無

TEL　０８０-３９７８-２９５１ Fax



❿子育て・子ども・青少年健全育成
№１０６

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ６人 男０人 女６人

活動日

№１０７
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２０人 男０人 女２０人

活動日
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https://www.facebook.com/chokotto2019/

ホームページ https://smile-fam.localinfo.jp/

会員募集 有り（随時）

会費の有無 無し

活動場所（地域） 鳥栖市内 月1回程度

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】”子育ち支援”と親として育っていける”親育ち支援”の為、私たちの活動が必要な
人に必要な支援を的確に届けられる体制の構築に寄与し、さまざまな立場の実践者、ならびに地域
の支援者が集い連携することが不可欠であると考えここに設立する。

【活動内容】産前産後講習、妊活講習を行い切れ目のない支援を行う。また、各回に座談会の時間を設
け互いにディスカッションする中で自己肯定感を高め、また認知的に問題解決に導く。
当日個別相談をスタッフが行い、より細かな対応を行う。ゆくゆくは電話やＳＮＳを利用した相談活動
も予定している。
【団体ＰＲ】本団体は多種多様の職種、経歴のスタッフで構成され、独身既婚問わずチームとして活動
している。上記のことからより幅広い知識と経験を活かし、一人では出来ない支援を仲間と協力する事
でそれぞれ対象者のケアにあたることが出来ると自負している。

すまいるfam

〒841-0004　鳥栖市　神辺町　644－2
2018年5月25日

（平成30年5月25日）

権藤　久乃 会則の有無

TEL　050-5579-4467 Fax Eメール　smile.fam2525@gmail.com

スマイルファム

チョコットカフェ

ちょこっと　Ｃａｆé

〒841-0053　鳥栖市布津原町62-46 令和元年６月１日

佐野　容子 会則の有無

TEL　080-1047-5669 Fax　0942-83-9965 Eメール　chokottocafe2019＠gmail．com

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

随時募集

【設立趣旨】不登校の親の会。同じ境遇の親たちがつながり話すことで、安心できたり心が軽くなっ
たりします。情報交換も活発に行います。

【活動内容】おしゃべり会
鳥栖地区　第一土曜日　１４時から１６時　鳥栖北まちづくり推進センター、三神地区　平日午前中
不定期　上峰周辺
子ども達には楽しい遊びを用意しています。
【団体ＰＲ】毎回15～20名前後の方が集まり、わいわいおしゃべりしています。毎回初参加の方が
おられます。いつでもお気軽に！２０２０年６月～ちょこっとCAFÉこども部ができました！LINEグ
ループもあります。

第1土曜日　１４時～１６時（鳥栖）
不定期　平日午前（上峰）

会費の有無 ３００円

鳥栖、上峰

ホームページ

活動場所（地域）

会員募集



❿子育て・子ども・青少年健全育成
№１０８

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ３４人 男１２人 女２２人

活動日

№１０９
フリガナ ニンギョウゲキサークル　ユメッコ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 会則の有無 有 無

連絡先 Fax

会員数 　　７人 男　　０人 女　７人

活動日

人形劇サークル「夢っこ」
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ホームページ

会員募集

会費の有無

活動場所（地域） 佐賀県内 月２～３回勤労者青少年ホームで練習

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】人形劇を通して子ども達の心を豊かにし、情緒を育てる。未就学児の親子を中心に世
代間交流を図るために設立しました。

【活動内容】手作り人形劇、パネルシアター、読み聞かせ、子ども向けのワークショップなど行ってい
る。鳥栖市内及び近隣の保育園・幼稚園・図書館・学童保育（なかよし会）・子育て支援センター・老
人ホーム・障害者施設などで公演している。

【団体ＰＲ】子ども達に生の人形劇にふれて感動を味わってもらいたいと思って活動しています。

しています。

TEL　080-5209-4770
Eメールamamoto-

katuko@amail.plala.or.jp

活動場所（地域） 鳥栖市及び近郊 毎月3日、14日（1/3、8/14除く）、他

ホームページ FB　https://www.facebook.com/oyaikuzi1000

〒841-0204　佐賀県三養基郡基山町宮浦363-2 平成９年１１月

天本　勝子

【団体ＰＲ】子育て中で悩み迷う親であることを理解し、共感しながらも更なるヒントを与えられ
る多種多様な（異業種、異年齢、異環境）メンバー同士（会員）と交流しませんか。
子どもの成長を笑顔で見守る‶親育ち″実践団体です。お気軽にイベントにご参加ください。

会員募集 随時募集中 チラシ、Facebookページ、LINE（タイムライン）

会費の有無
正会員2,500円/年〜
賛助会員5,000円/年〜

Eメール　oyaikuzi1000@gmail.com

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】子育て中の‶親″の悩みや迷いを解消し、親としての成長を支援する。親（同士）に
よる親のための‶親育ち″を奨励し、実践する。

【活動内容】・毎月２回（3日、14日）…‶０８５day″（おやこデー）を開催する。・親自身の自
信回復講座（全２回コース）「多助愛mashow」（たすけあいましょう）年３回実施する。・広報紙
年２回発行。 ・会員定例会（偶数月）

TEL ０９０－９４０２－００１４ ＦＡＸ

トクテイヒエイリカツドウホウジン ニホンオヤイクセイジッセンキョウカイ

特定非営利活動法人　日本親育成実践協会

〒８４１－００２６　鳥栖市本鳥栖町５３７－１
とす市民活動センター内 私書箱４号

平成27年8月4日

大石早苗 会則の有無



❿子育て・子ども・青少年健全育成
№１１０

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ３０人 男　　人 女　　人

活動日

№１１１
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ８４人 男４８人 女３６人

活動日

トクテイヒエイリカツドウホウジン　フレアイケンシジュク

特定非営利活動法人　ふれあい謙志塾
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活動場所（地域）
鳥 栖 ま ち づ くり 推 進 セ ン
ター分館など

月1・2回（10：00～12：00）

ホームページ ameblo.jp/greenpeas2004

【団体ＰＲ】多胎児の育児はとても大変ですが、その分交流をして工夫や知恵を交換しましょう。久留
米ツインズクラブや佐賀市グリンピースと連携しています。多胎児のご家族のみなさん参加をお待ちし
ています。

会員募集 随時募集中

会費の有無 ひと家族につき100円

Eメール　yymm@kpa.biglobe.ne.jp

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】鳥栖・三養基地区の多胎児の親子の交流を図るため。

【活動内容】多胎児の親子や家族（多胎の妊婦さんや多胎の先輩ママ）の交流を目的としています。洋
服のおゆずり会やおしゃべり会をしています。

鳥栖市児童センター
TEL　0942-85-3616

Fax　0942-85-3617

フタゴ・ミツゴサークル　エダマメクラブ

双子・三つ子サークル　えだまめクラブ

〒841-0051　鳥栖市　元町　１２２８－１
（社会福祉会館内）

平成16年4月1日

野口　佳菜子 会則の有無

〒841‐0014  鳥栖市桜町１１５７番地８ 平成20年11月17日

太田　啓伊子 会則の有無

会費の有無 期間により異なる。

TEL ０９４２－８２－４９３９ Fax ０９４２－８２－４９３９ Eメール info@fureai-kenshijyuku.com

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

活動場所（地域） 鳥栖市 年中無休

ホームページ http://ｆureai-kenshijyuku.com

【設立趣旨】不登校、引きこもり、非行等の子ども達を社会復帰できるよう支援する。
保護者、家庭への指導も行い、親子関係の修復に努める。

【活動内容】[中学生以上]寮での規則正しい生活を基本に、武道（空手）を通して心身の向上、農
業実習やボランティア活動、季節ごとのレジャーやレクレーションなど。また、ひとりひとりに合
わせた職業体験や学習指導を行う。 [小学生対象]放課後学習サポート、月1回の体験活動を行
う。
【団体ＰＲ】全国でも数少ない男女共学、全寮制のフリースクールです。家庭的な雰囲気を大事に
しています。寮生活の間だけでなく、自宅に戻ってからも永年子ども達と連絡を取り、ケアに努め
ています。

会員募集 随時募集、無料相談受付



❿子育て・子ども・青少年健全育成
№１１２

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ２１人 男　1人 女 ２０人

活動日

№１１３
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １０人 男　３人 女　７人

活動日

活動場所（地域）
主に鳥栖市内、会員によっては久留
米、小郡、福岡、県内全域とさまざま

若葉小は月、火曜日、田代中は金曜日、市立図書館奇数月第３
水曜日、サンメッセ毎週木曜日、その他の活動は不定期

ホームページ

【設立趣旨】子どもの周りに電子機器が溢れる環境になった時代だからこそ、暖かい生の声で、お
はなしの世界を伝え、”言葉の種をまきたい”との思いから。

【活動内容】・若葉小学校、田代中学校での読み聞かせ。・市内全幼稚園、保育園での春の交通安全教室おはな
し会・年３回マザーリーフ便りの発行・市立図書館で奇数月第３水曜日１０：３０～行う『もう1つのおはなし
会』開催と勉強会・サンメッセで毎週木曜日１１：００～行う赤ちゃん向けのわらべ唄の会『ととけっこー』の開
催・鳥栖市おはなしフェスティバル参加・佐賀県『うちどくフェスティバル』参加、他多数

【団体ＰＲ】2012年文部科学大臣表彰受賞、2013年九州家読（うちどく）フォーラムにて佐賀県代
表として読者ボランティアについてプレゼンテーションする。一人でも多くの子ども達に良いお話
を届ける為、研鑚を積んでいます。一緒に活動しませんか？！

会員募集 本と子どもが好きで、勉強会にも積極的に参加できる方ならいつでも

会費の有無 なし

TEL　０９４２－８４－５２１５ Fax Eメール

主な活動分野 ④ 文化・芸術・スポーツ ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

マザーリーフ

マザーリーフ

〒841‐0083 鳥栖市古賀町２９９ー１３ 平成１４年９月

古江　浄子 会則の有無

ミンナヨットイデブンコ（オハナシカイ）

みんなよっといで文庫　（おはなし会）

〒841－0018 鳥栖市田代本町１３０８ 平成5年4月1日

塚本　美代子 会則の有無

TEL 080-1703-8538 Fax　０９４２－８３－３２９２

田代小学校（毎月２回）
田代本町公民館（毎月第3土曜日）

Eメール

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成 ⑬ 市民活動支援

【設立趣旨】子育ての一つの方法として、絵本の読み聞かせは強い味方よね！と子育て真最中のお
母さん方と設立。

【活動内容】
・佐賀県親と子の読書会協議会団体会員（35年）　・田代小学校読み聞かせ
・田代本町地区公民館（おはなし会）　・田代本町子ども会とのコラボ

ホームページ
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【団体ＰＲ】
絵本から飛び出してくる‘おはなし,、笑いあり、涙あり、こりゃたまらん‼
子ども達は勿論、現在幅広く年齢層を問わずして、2つ目の居場所作りとしても活動しています。

会員募集
子ども大好き、絵本も大好きな方々、一度はお話し会へお出かけください。お待ちしています。
（絵本少々揃えております。）

会費の有無 無し

活動場所（地域）
・田代小学校
・田代本町公民館



❿子育て・子ども・青少年健全育成
№１１４

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 １２人 男０人 女１２人

活動日

リボンノタネ

reBornのタネ

〒８４１－００５１　鳥栖市神辺町644番地 令和2年1月1日

権藤　久乃 会則の有無

Fax
Eメール

reborn.tane@gmail.com

主な活動分野 ⑩子育て・子ども・青少年健全育成

【設立趣旨】発達に障がいの有る無しに関わらず、乳幼児を子育て中の親が安心して過ごせる
環境づくりの支援を目的としている。

TEL　050-5579-4467

【活動内容】
個別の発達相談会や子どもの気になることや困っていること等子育て中の悩みを話せる交流会、マ
タニティクラス等の開催を行っている。

【団体ＰＲ】産む前から子育てまで切れ間の無い支援を行ってます。お母さんがお母さんらし
く子育ち育児が出来るよう必要関係機関との連携を図りながら支援していきます。

会員募集 随時募集中。未婚既婚、子どもの有無は問いません。

会費の有無 年５００円

活動場所（地域） 鳥栖市全域 月１～２回

ホームページ https://reborn-no-tane.localinfo.jp/
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⓭市民活動支援
№１１５

フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数

活動日

№１１６
フリガナ

団体名

住　所 設立年月日

代表者氏名 有 無

連絡先

会員数 ９人 男４人 女５人

活動日

60才以上

60

ホームページ なし、フェイスブック「とすの手作りマーケット」

活動場所（地域）
イベント会場
（フレスポ鳥栖ウェルカムコート）

【設立趣旨】シニアを元気にするイベントを開催してます。作品を作る元気、販売する元気、
チャレンジする勇気をあたえる元気！シニアが元気になる事を目的とした交流の場をつくりま
す。

【活動内容】「とすの手作りマーケット」と題して、60才以上の方々の作品の展示、販売を致し
ます。

年２回位　6/1.2　 12月頃

会費の有無 なし、参加費あり

主な活動分野 ④文化・芸術・スポーツ ⑬ 市民活動支援

【団体ＰＲ】人生の先輩方の手作り品を御紹介、伝え、楽しんで頂くためのシニア中心の手作り
マーケットや特技の発表会を開催しています。

会員募集

石貫　公子
TEL ０９０-１１９０-８７６１

Fax Eメール hisaoandkimi@yahoo.co.jp

石貫　寿雄 会則の有無

〒841-0047  鳥栖市今泉町２４９８番地９ 平成26年9月20日

募集しています。

トスリューストイヤシノナカマタチ

鳥栖りゅーすと癒しの仲間たち

ホームページ https://www.npo-tosunet.org/

活動場所（地域）
鳥栖市を中心に佐賀県東部
地域

日曜日～土曜日（毎週水曜日は休館日）

トクテイヒエイリカツドウホウジン　トスシミンカツドウネットワーク

特定非営利活動法人　とす市民活動ネットワーク

TEL　０９４２－８０－７１８４ Fax　０９４２－８０－８１２２ Eメール tosusiminkatudou@kii.bbiq.jp

会費の有無 あり（３，０００円） １１０人    ２２団体

【団体ＰＲ】とす市民活動センターの管理運営を行っています。NPO・ボランティアなどの市民活動を実践されている方、こ

れから始められる方などに、コピー機・印刷機・パソコン・会議室の貸出、NPO設立・運営相談、ボランティア・市民活動などの

相談、助成金案内などを用意しております。また、平成28年7月に開設した「まちづくりスポット鳥栖」ではソーシャル・コミュ
ニティービジネスの相談も行っています。

会員募集

鈴木　登美子 会則の有無

〒841‐0026  鳥栖市本鳥栖町５３７－１
（フレスポ鳥栖２階）

平成１８年１２月

【設立趣旨】鳥栖市及び佐賀県東部地域の市民活動の促進を支援する事業を行い、行政や企業、
市民団体との連携をはかり、よりよい市民社会を実現することを目指します。

【活動内容】・市民活動団体等の支援に関する事業
・市民活動に関する市民・行政・企業間の交流及びネットワーク作りに関する事業
・市民活動に関する情報の収集・発信及び啓発に関する事業
・市民活動センター管理運営事業・教育訓練事業

主な活動分野 ⑬ 市民活動支援



◇発 行 令和２年10月

鳥栖市 市民協働推進課

TEL：0942-85-3576

◇協 力 市民活動団体（１16団体）


