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作成の主旨                          

このガイドブックは、小城市内で活動する市民活動団体の情報を収集して 

広く公開することで、これから市民活動を始めようとする方へのきっかけづ 

くりと市民活動団体間の連携の促進を図り、市民活動を推進するために作成 

しました。 

 

 

掲載団体について                       

「市民活動（※１）」を行うもので、次に掲げる要件のいずれにも該当し、 

ガイドブックへの掲載を希望した団体を掲載しています。 

 

・ 市内に活動拠点があり、市内で市民活動を行っている５人以上で組織され 

た団体であること。 

・ 情報の公開につとめていること。 

・ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律 

第77号）第２条第２項に規定する暴力団をいう。）でないこと。 

・ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員若しくはその構成員で 

なくなった日から５年を経過しない者を含む。）の統制下にある団体でな 

いこと。 

 

※１：「市民活動」とは・・・ 

地域における公益的活動及びボランティア活動その他特定非営利活動(特定非営利活動促進 

法(平成10年法律第７号)第２条第１項に規定する特定非営利活動をいう。)で、次のいずれに 

も該当する活動をいいます。 

・専ら営利を目的とするものでないこと。 

・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもので 

ないこと。 

・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。 

・特定の公職（公職選挙法(昭和25年法律第100号)第３条の公職をいう。以下同じ。）の候 

補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党その他の政 

治活動を行う団体を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでな 

いこと。 

・公の秩序を乱し、善良な風俗を害し、他人の生命若しくは財産を脅かし、又は他の活動 

を干渉するものでないこと。 
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ガイドブックの見方                      

・各団体の情報は、「市民活動ガイドブック登録票」を提出された時点の情報 

を基準としています。団体から掲載内容の変更の連絡があった場合や、新た 

に掲載する団体が発生した場合等については随時更新します。そのため、現 

在掲載している内容が変更される場合がありますので、あらかじめご了承く 

ださい。 

・「―」は、その項目に該当する情報がないことを表しています。 

・各団体からの希望により、掲載している内容の情報が非公開となっている項 

目があります。 

・各団体紹介ページや 50音索引の「主な活動分野」の丸数字は、次の表【 特 

定非営利活動促進法第２条別表 】と対応しています。 

 

【 特定非営利活動促進法（※２）第２条別表 】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：特定非営利活動促進法（NPO法）とは・・・ 

特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめと 

する市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公 

益の増進に寄与することを目的として、1998年に施行されています。 

 

●お願い  

このガイドブックは、市民活動を支援することを目的に作成したものです。 

営利目的、宗教・政治などの勧誘目的などで利用することはご遠慮ください。 

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

② 社会教育の推進を図る活動 

③ まちづくりの推進を図る活動 

④ 観光の振興を図る活動 

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

⑦ 環境の保全を図る活動 

⑧ 災害救援活動 

⑨ 地域安全活動 

⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

⑪ 国際協力の活動 

⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

⑬ 子どもの健全育成を図る活動 

⑭ 情報化社会の発展を図る活動 

⑮ 科学技術の振興を図る活動 

⑯ 経済活動の活性化を図る活動 

⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

⑱ 消費者の保護を図る活動 

⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

あ 芦刈音頭保存会 6 4 2 1 5 3

ELLH 7 1 2 3 4

牛津赤れんが会 8 4 1 2 3

うしづ石工の里を未来に伝える会 9 3 2 1 4 5

牛津宿場華太鼓保存会 10 4 3 5 1 2

おかえりや 11 3 2 1

小城ウインドアンサンブル 12 1

小城おどり隊 13 3 1 2 4

小城オリーブ研究会 14 3 1 2

小城神楽会 15 3 2 1 4 5

小城市環境を考える会 16 5 3 4 1 2

小城市観光ボランティアガイドの会 17 2 1

小城市男女共同参画ネットワーク 18 4 2 3 1 5

小城少年少女合唱団 19 5 4 3 2 1

小城女性団体連絡協議会 20 3 2 1

小城の自然を育てる会 21 5 2 4 1 3

小城ファシリテーション研究会 22 1 2 3

小城フットパスクラブ 23 3 1 2 4 5

小城町人づくり塾 24 1

小城町老人クラブ連合会 25 1 3 2 4

か グループ「三日月」21 26 3 2 1

劇団とんとこパピィ・とんとこ一座 27 3 4 5 1 2

国際ソロプチミスト佐賀-中部 28 4 5 3 2 1

子育て支援ボランティアぶらんこ 29 1

さ
NPO法人
佐賀げんき会 30 1 5 4 3 2

NPO法人
佐賀県放課後児童クラブ連絡会 31 2 3 4 5 1

祥光山星巌寺伝承
「普茶料理おぎ春香会」 32 2 1

団　体　名 ページ

主な活動分野　　（※表中の数字は、主な活動の順）

 Ⅱ 50音別索引 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
団　体　名 ページ

主な活動分野　　（※表中の数字は、主な活動の順）

NPO法人
ジョブクリエイト 33 1 2 3 4 5

NPO法人
晴耕雨読舎 34 1 3 2

た 高田保馬博士顕彰会 35 3 4 2 1

NPO法人
たすけあい三日月 36 1 2

ちぎり絵　なごみの会 37 1 5 3 4 2

NPO法人
つなぎレンガ座 38 1 5 2 4 3

天山ものづくり塾 39 3 4 1 5 2

は フォーラム小城 40 1 2 4 3 5

ふるさと・夢つむぎネットワーク 41 3 5 4 2 1

ま ま・まんでぃ 42 1 4 3 2 5

三日月龍王浮立保存会 43 5 2 4 1 3

美智治会 44 2 1 3

ムツゴロウ王国芦刈まちづくり
フォーラム 45 1 2 3

や
NPO法人
ようこそ小城 46 2 3 5 4 1

わ 笑うて暮そうやっ会 47 1 4 2 3 5

主な活動分野

①    保健、医療又は福祉の増進を図る活動

②    社会教育の推進を図る活動

③    まちづくりの推進を図る活動

④    観光の振興を図る活動

⑤    農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

⑥    学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑦    環境の保全を図る活動

⑧    災害救援活動

⑨    地域安全活動

⑩    人権の擁護又は平和の推進を図る活動

⑪    国際協力の活動

⑫    男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑬    子どもの健全育成を図る活動

⑭    情報化社会の発展を図る活動

⑮    科学技術の振興を図る活動

⑯    経済活動の活性化を図る活動

⑰    職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

⑱    消費者の保護を図る活動

⑲    前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

⑳    前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
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〒849-0313 もりなが　ひろえ

小城市芦刈町永田260 森永　廣江

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.29現在

小城市内の一部　（芦刈町）

開催している　（毎月第１水曜日）

芦刈町の自然や風土を歌った芦刈音頭を、ふるさと自慢の文化として、しっかり
受け継ぎ広めていきたい。

⑬子どもの健全育成を図る活動

4月　　　 ゴールデンウィークフェスティバル出演（佐賀市）
5月　　　 御田祭出演（町内）、ＪＡ共済友の会出演（町内）
6月　　　 あしかりこども園へ指導
7月　　　 夏まつり
9月　　　 芦刈お月見まつり出演、敬老会出演
10月　　 小学校・中学校へ指導、町民体育大会出演
11月　　 芦刈文化まつり、施設訪問
1月　　　 成人式出演（町内）
2月　　　 あしかりひなまつり
その他　音頭小唄踊り披露と指導

募集している

あり　（年額　2,000円）

男　1名　／　女　23名　　計　24名

10万円以上～30万円未満

保存会は、小城市民の親睦、融和を図るとともに、郷土の文化振興に寄与する
ことを目的とする。

主な活動分野

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

0952-66-1797

0952-66-1797

―

―

2009年4月1日

団体名
あしかりおんどほぞんかい

芦刈音頭保存会

住　所 代表者名
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〒845-0003 はんだ　さちこ

小城市小城町岩蔵1985-6 半田　幸子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.30現在

小城市内全域

不定期

高齢化社会の到来の中で、地域で支え合って、男女が共に自立した暮らしを続
け、元気で楽しく長生きするために、自ら行動する高齢者が、支え合い・助け合
えるネットワークを作りました。団塊の世代が一斉に後期高齢者になる前に、地
域助け合いの基盤作りを進めていきます。

・小城市健康マージャンの会　　毎月2回（第2・第4金曜日）
・楽しく、健康長生きのための講演会、学習会
・料理教室等、食を通した健康づくりの事業
・認知症予防のための事業

募集している　

あり　（年額　団体：1,000円 、 個人：500円　）

男　29名　／　女　26名　　計　55名

10万円以上～30万円未満

地域共生、市民協働の理念に立ち、高齢者が、自立した暮らしを続け「元気で楽
しく、健康で長生き」できるよう、地域での交流、学び合い、助け合いの事業や
ネットワークづくりを進め、地域社会福祉の増進に寄与することを目的として設
立した。

主な活動分野

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

0952-72-6407

―

sachiko.handa@mb6.seikyou.ne.jp

―

2016年4月10日

団体名
いー える　える　えいち

ＥＬＬＨ

住　所 代表者名
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〒849-0301 たなか　まさてる

小城市牛津町乙柳994 田中　正照

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.12現在

小城市内の一部　（牛津地区）

開催している　（毎月１回）

牛津の歴史・文化に皆さんにふれてもらい、地元の振興のために活動していま
す。町案内も行っておりますので、お気軽にご連絡ください！

・町案内（要望に応じて、年中対応）
・市内の小中学生に対する牛津町の歴史講座（年中対応）
・歴史部会による勉強会（会員対象、年数回）
・牛津町の歴史に関する映画作成、上映
・定例会（毎月1回必ず）
・佐賀にわか座長大会（5月）
・オックスフォードジャズセッション（毎月第1土曜日）
・高度芸術観賞イベント（音楽・落語など・12月）

募集している　

あり　（年額　1,000円）

男　11名　／　女　4名　　計　15名

50万円以上～100万円未満

本会は、牛津赤れんが館・牛津会館の魅力を発信し、牛津町の発展および活性
化を目指し、会員相互の親和と研鑽を図りながら、牛津町の魅力あるまちづくり
に寄与することを目的とする。

主な活動分野

③まちづくりの推進を図る活動

④観光の振興を図る活動

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

0952-66-0826

―

―

http://blog.livedoor.jp/ushizuakarenga

2002年6月22日

団体名
うしづあかれんがかい

牛津赤れんが会

住　所 代表者名
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〒849-0302 まつお　よしゆき

小城市牛津町柿樋瀬775-2 松尾　義幸

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.29現在

小城市内の一部　（牛津町）

開催している　（隔月１回の例会を実施）

・毎年4月頃、石工の里ふれあいウォーキングを開催して交流を深めています。
・砥川小学校4年松組のふるさと学習と連携し、石仏を保存する活動を展開して
います。この後、砥川小学校では石工の里カレンダーを作成し、普及に努めてい
ます。

・ウォーキングの実施（年1回、4月頃）
・石仏の保存の為の覆屋の改修（その都度）
・石仏や石造物の周知、啓発活動
・環境整備、自然保護
・砥川小学校4年生との交流（5月頃）
・市内で開催のイベントなどで、活動報告の展示や石仏クイズなどを実施

募集している　（石工の里の保存に関心をもっている方）

あり　（年額　1,000円以上：自由意志）

男　8名　／　女　4名　　計　12名

10万円未満

私たちは石工の里を保護し、未来に伝えるための環境づくりを行うため、「うしづ
石工の里を未来に伝える会」という組織を住民レベルで設立し、牛津町民は無論
のこと、町外の自然や歴史文化に興味と理解ある人々に訴えていくことにしまし
た。数多くの人々に、私たちが守ろうとしている「石工の里」のすばらしさをご理解
いただき、子どもたちが誇りとも思えるような空間を実現していくため、共に行動
していきましょう。

主な活動分野

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

④観光の振興を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑦環境の保全を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

090-9492-6629（大橋）

―

―

―

2002年7月5日

団体名
うしづいしくのさとをみらいにつたえるかい

うしづ石工の里を未来に伝える会

住　所 代表者名
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〒849-0303 のだ　　せつこ

小城市牛津町牛津606-1 野田　節子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.7.1現在

小城市内全域

開催している　（出演に伴い開催）

・ジュニアチームは、様々な個性をもった子どもたちが集まっており、その子どもた
ちのペースに合わせて練習をし、出演に向けて励んでいます。
・太鼓という和楽器を伝承していくため、津の里ミュージアムや町内小学校の授業
に取り組んで活用していただいています。

・華太鼓　ジュニアのレッスン…毎週月曜日19時～21時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 土曜日14時～17時　 週2回練習
・津の里　ミュージアム…4月～3月
　　　　　　　　　　　　　　　 地域の子どもたちと第2・第4土曜日の半日
　　　　　　　　　　　　　　　 和太鼓にふれ、リズムを楽しむ
・サマースクール…7月～8月
　　　　　　　　　　　　牛津小学校、砥川小学校中心に太鼓の体験学習
・牛津小学校太鼓授業…音楽の時間に太鼓の授業
　　　　　　　　　　　　　　　 地域に伝わる浮立のリズム＋現代の太鼓のリズムの学習
・地域の行事…牛津町産業祭り、文化祭、夏祭り、施設訪問など中心に活動
・佐賀県ジュニアコンクール大会出場…10月

募集している  （当団体の活動に賛同していただける個人・団体）

あり　（月額　3,000円）

男　8名　／　女　6名　　計　14名

50万円以上～100万円未満

小城市内の太鼓愛好者が、相互の連携を図り、太鼓を通じて親睦を深めるととも
に、技術の向上に努め、郷土の活性化と、浮揚に寄与する。

主な活動分野

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

④観光の振興を図る活動

0952-66-1061 、 090-5480-5152（野田）

―

―

―

1998年10月10日

団体名
うしづしゅくばはなだいこほぞんかい

牛津宿場華太鼓保存会

住　所 代表者名
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あかまつ　たかこ

非公開 赤松　貴子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.20現在

小城市内全域（小城町を中心として活動している）

開催している　（総会1回）

地域の小・中学生が宿題をしたり、自分自身でおやつを作って食べる居場所。そ
れが子どもの食育に役立ち、生きる力や想像力がつく場所となればと思ってい
ます。いずれ食を通して子どもたちを中心に高齢者までいろいろな年代の方が
集まってくる場所となればと思っています。

主催者ができる時のみ、北小路公民館又はゆめぷらっと小城にて居場所づくり
＆簡単おやつづくり

・7月、8月　夏休みキッズキッチン（他団体と共催）
・10月　　　 ハロウィン仮装パーティー in ゆめぷらっと小城
・12月　　　 冬休みキッズキッチン（他団体と共催）
・3月　　　   春休みキッズキッチン（他団体と共催）

今年度は未定

募集している

なし

男　2名　／　女　5名　　計　7名

10万円未満

・この会は、地域の子どもたちの居場所、高齢者を含む大人が見守りながら自
然と話す場所を作ることを目的とする。
・この会は、身体にいいものをおやつに提供したり、子どもたちに創作して作って
もらうことで食に対する興味や想像力を養い、自分の身体を大切にする意識を
芽生えさせてもらうことを目的とする。

主な活動分野

⑬子どもの健全育成を図る活動

⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

非公開

―

takotsubogogo55_1018@yahoo.co.jp

―

2015年12月1日

団体名
おかえりや

おかえりや

住　所 代表者名

H29年度まで 
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〒849-0304 いまいずみ　めぐみ

小城市牛津町下砥川916-2 今泉　恵

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.7.26現在

吹奏楽を通じて各団体相互の親睦と吹奏楽の普及発展に寄与し、併せて地域
の音楽文化の向上に貢献することを目的とする。

団体名
おぎういんどあんさんぶる

小城ウインドアンサンブル

住　所 代表者名

080-1733-3611

0952-66-3480

ogiwindensemble@gmail.com

http://ogi-wind.main.jp

1989年

主な活動分野

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

練習：水曜日、第1・3・5土曜日、第2・4日曜日　総会：8月

小城市を中心に、佐賀県内各地で演奏活動を行っています。
年齢層も幅広く、アットホームな楽団です。
全パートで団員を募集中ですので、お気軽にご連絡ください。

・年1回の定期演奏会（4月）
・佐賀県内の老人ホーム、保育園、幼稚園、小学校での演奏
・小城町芸能祭に出演
・イオンモール佐賀大和での演奏
・小城市民病院クリスマスコンサートでの演奏
・その他依頼演奏

募集している〔楽器経験者（ブランクがあっても可）〕

あり　（月額　2,500円）

男　 4名　／　女　15名　　計　19名

10万円以上～30万円未満

佐賀県内全域

12



〒845-0001 もろしま　かよこ

小城市小城町273-3　（力武） 諸島　加代子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.20現在

佐賀県内全域

不定期

　”踊り、ふれあい、思いやり！！いきいき小城踊り隊” をモットーに、皆が適度
な運動とコミュニケーションで楽しく練習しています。

・夏・・・「祗園祭」（7月）
　　　　　「鹿島おどり」で道行き踊り（8月）
・秋・・・「本町シャンシャン祭り」で道行き踊り（10月）
目指してきた「総おどり」が、祗園700年祭で実現し、今後は、より多くの参加団体
を募り、世代や地域を超えて一緒に踊る楽しさを伝えたく、「祗園総おどり」を1人
でも多くの人に参加を呼びかけ、定期的に練習し踊りの輪を広げていきたい。

募集している

あり　（月額　1,000円）

男　 1名　／　女　29名　　計　30名

非公開

人と人との繋がりが希薄な時代だからこそ郷土の歴史や文化の基に和で織りな
す賑わいのある心豊かな小城市を目指し、地域や世代を越えて人々が集い、小
城の街中をかけ声をかけ合い一緒にねり歩きながら踊る新しい祭り「道行きおど
り」の実現を目指し、おどり隊を設立。

主な活動分野

③まちづくりの推進を図る活動

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

0952-73-3210 (力武）

0952-73-3210 (力武）

―

―

2009年6月1日

団体名
おぎおどりたい

小城おどり隊

住　所 代表者名
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〒845-0022 はらだ　きよ

小城市三日月町久米1759-2 原田　紀代

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.5現在

佐賀県内全域

不定期

オリーブの普及につとめています。

・講演会、講座、視察、勉強会
・一般社団法人ジャパンコスメテックセンターとの連携事業

募集していない

あり　（年額　1,000円）

男　24名　／　女　6名　　計　30名

10万円未満

本会は、オリーブの普及、先進地視察研修、講演会の開催を通じて会員相互の
連携、親睦を図ることを目的とする。

主な活動分野

⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

⑦環境の保全を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

090-2581-3738

0952-73-4709

―

―

2015年3月1日

団体名
おぎおりーぶけんきゅうかい

小城オリーブ研究会

住　所 代表者名
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〒845-0001 やとうじ　ひろし

小城市小城町153-32 八頭司　博

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.8現在

佐賀県内全域

開催している　（毎年6月）

小城の歴史や神話等伝統を物語るこの地を神楽舞で披露する事により、風情の
ある歴史に息づいた小城を紹介したいと考えています。

平成12年度事業「小城の杜祭り」神と民の心の響きで初披露、それを皮切りに
以下の事業に参加する。
・牛津産業まつり参加
・小城本町シャンシャン祭り参加
・芦刈ムツゴロウ王国夏まつり参加
・岡山神社　春の大祭参加
・節分祭開催（岡山神社内）　※小城市未来スイッチ交付金事業
・各種結婚式のイベントに多数出演し、秋から春にかけ活動を行っている。
・ゆめぷらっと小城で（毎週水曜日19時30分～21時30分の2時間）、鳴物と舞の
練習を行っている。

募集している（小城市内に居住し、本会の目的に賛同し自主的に参加できる人）

あり　（月額　500円）

男　7名　／　女　2名　　計　9名

10万円以上～30万円未満

小城の歴史・文化を重んじ、神楽を通じ会員相互の資質の向上と親睦を深め、
小城市の文化芸能と市の活性化を図る事を目的とする。

主な活動分野

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

④観光の振興を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

0952-72-1064 、 090-3196-2673

0952-73-3155（八頭司伝吉本舗　本店）

―

―

1999年2月18日

団体名
おぎかぐらかい

小城神楽会

住　所 代表者名
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〒845-0004 つがみ　まさのぶ

小城市小城町松尾4134-2 津上　勝信

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.26現在

小城市内全域

開催している　（毎月1回）

　「混ぜればごみ、分ければ資源、燃やすのはもったいない」
ごみ減量化に私たちと一緒に取り組んでみませんか。

啓発活動　　 1.環境講演会(市民、団体、高校)
                　2.環境学習会(小学校への出前講座)
                　3.環境啓発、広報活動

事業活動     1.生ごみ堆肥化モデル事業
                  2.事業(イベント等)への参加

研修活動     1.視察研修(大牟田市、県内)
                  2.外部交流会(地球温暖化防止、各団体、佐賀大学等)

募集している　（ごみ減量化に興味がある方）

あり　（年額　会員：1,000円、賛助会員：5,000円）

男　34名　／　女　23名　　計　57名

100万円以上～500万円未満

小城市と市民が連携し有機性残渣の削減を図り、これを資源とする事業を行
い、小城市の食資源循環型社会の構築、環境保全、地域の活性化に貢献、寄
与することを目的とする。

主な活動分野

⑦環境の保全を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

④観光の振興を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

0952-73-4400

0952-73-4400

tsugami_masanobu@yahoo.co.jp

―

2012年7月4日

団体名
おぎしかんきょうをかんがえるかい

小城市環境を考える会

住　所 代表者名
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〒845-0001 たじり　はるあき

小城市小城町253-21（小城市観光協会内） 田尻　治昭

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.18現在

小城市内全域

開催している　（毎月2回　第1・第3木曜日）

小城市広報「さくら」でPRしています。ボランティア活動をしていただける方を広く
募集しています。

小城市内外より訪れてくる方々に、小城市内全域の名所・旧跡を案内しておりま
す。

募集している　（グループの主旨活動に賛同される方）

なし

男　6名　／　女　7名　　計　13名

10万円未満

本会は、観光事業の振興・発展を図るとともに会員相互の交流研鑽を図る。

主な活動分野

④観光の振興を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

0952-72-7423（小城市観光協会）

0952-72-7435（小城市観光協会）

―

―

2007年12月20日

団体名
おぎしかんこうぼらんてぃあがいどのかい

小城市観光ボランティアガイドの会

住　所 代表者名
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〒845-0003 はんだ　さちこ

小城市小城町岩蔵1985-6 半田　幸子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.30現在

小城市内全域

開催している　（毎月2回　代表者会議、役員会）

地域に根差した、楽しい活動の中で男女参画を進めたいと思っています。
皆さんご参画ください。

① 地域の老人会、公民館、各種団体への男女共同参画推進のための出前講座
② 小学生、中学生、高校生、放課後児童クラブへの出前講座
③ 学習講演会
　　（平成27年度から地域の方々と共に学び考える場として開始した。）
④ 小城市との協働型委託事業として男女共同参画フォーラム（講演会、シンポジ
ウム、ワールドカフェ）の企画立案、実施運営
⑤スキルアップセミナー

募集している

あり　（年額　個人：一口 500円、団体：一口 2,000円）

個人会員　30名　／　団体会員　4団体（約200名）　　計  約230名

50万円以上～100万円未満

このネットワークは、小城市内で活動している団体及び個人男女を問わず連携を
深めネットワークを広げ、さまざまな社会問題について学習し、誰もがお互いにそ
の人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を
十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を推進することを目的と
する。

主な活動分野

⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

0952-72-6407

0952-72-6407

sachiko.handa@mb6.seikyou.ne.jp　

―

2005年7月

団体名
おぎしだんじょきょうどうさんかくねっとわーく

小城市男女共同参画ネットワーク

住　所 代表者名
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たなかまる　よしこ

非公開 田中丸　淑子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.19現在

小城市内全域

開催している　（年１回）

小城市内の小学校から歌が大好きな子どもたちが集い、懐かしい日本の歌や
流行の歌を実績ある先生方の指導のもと元気に楽しく歌っています。その歌声
は聴く人々の心に響きます。今後も文化交流や慰問、イベントを通じ多くの人々
に歌声を届けていきます。

・毎週土曜日練習
・老人ホーム慰問（年2ヶ所程）
・毎年　11月　鹿児島県南九州市親善訪問
　　　　　　　　　小城市代表として文化祭ゲスト出演
　　　　   2月　小城ひなまつりコンサート出演
　　　　   3月　定期発表会
その他　各種イベントにゲスト出演

募集している　（小城市内の小学生）

あり　（月額　1,000円）

男　7名　／　女　13名　　計　20名

50万円以上～100万円未満

・小城の子どもたちの健全育成
・小城の芸能文化の発展と継承
・友好姉妹都市との文化交流による地域発展
※設立当時の小城町長が立案。音楽に精通している小城中学校長の呼びかけ
で指導者が集う。土曜休日である子どもたちの時間の有効活用と居場所づくり。

主な活動分野

⑬子どもの健全育成を図る活動

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

④観光の振興を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

0952-73-2810

―

―

―

1992年10月

団体名
おぎしょうねんしょうじょがっしょうだん

小城少年少女合唱団

住　所 代表者名
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〒845-0001 えじま　さちこ

小城市小城町907 江島　佐知子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.8現在

小城市内全域

不定期

小城市内の団体の女性を中心に楽しく活動していきたいと思っています。

・総会
・市政についての研修会
・会員研修　他

募集している

あり　（年額　団体：1,000円）

男　0名　／　女　約200名　　計　約200名

10万円以上～30万円未満

小城町及び近隣の女性団体等が連携し、男女共同参画の推進及び地域の活
性化を図ることを目的とする。

主な活動分野

⑲活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

0952-72-7410 、 090-4351-7334

0952-73-4652

hizenr@jasmine.ocn.ne.jp

―

2003年1月

団体名
おぎじょせいだんたいれんらくきょうぎかい

小城女性団体連絡協議会

住　所 代表者名
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〒849-0305 こやなぎ　へいいちろう

小城市牛津町上砥川539-25（井手義信方） 小栁　平一郎

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.28現在

小城市内全域

開催している　（総会　年1回、運営委員会　年8回）

小城の自然を観察し、守り育てる（水・木の観察会、植樹）、小城の自然の中で
遊び（野菜を食べる会）、次代を担う子どもたちの育成協力（体験学習実施）をし
ています。

・研修会（2月　主に講演会開催）
・植樹したつつじ、桜、どんぐりの手入れ（4月、8月、11月）
・花壇（開泉閣そばの温泉橋の西側袂にある岩松小学校所有の花壇）の除草、
植替（8月、1月）
・岩松みどりの少年団活動協力
　　 佐賀県林業試験場での体験学習
　　 江里山どんぐり山の手入れ（6月、9月）

募集している

あり　（年額　1,000円）

男　56名　／　女　40名　　計　96名

50万円以上～100万円未満

各人の自主性独自性を尊重しつつ互いに協力しながら小城の美しい環境をまも
り育て、共生し心豊かで健康的な生活を営むことができるように寄与することを
目的とする。

主な活動分野

⑦環境の保全を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

0952-66-1925

―

sazanka@b1.bunbun.ne.jp

―

1991年3月1日

団体名
おぎのしぜんをそだてるかい

小城の自然を育てる会

住　所 代表者名
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〒845-0022 かわず　たかひさ

小城市三日月町久米1729-8 川頭　孝寿

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.23現在

この会は、ファシリテーションの技術の向上を図り、その技術を持って、まちづく
りに貢献することを目的とする。

団体名
おぎふぁしりてーしょんけんきゅうかい

小城ファシリテーション研究会

住　所 代表者名

0952-72-3566

0952-72-3566

ogiflab@gmail.com

―

2018年5月19日

主な活動分野

②社会教育の推進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑭情報化社会の発展を図る活動

開催している　（毎月1回）

毎月1回、ファシリテーションの技術を磨くため研究会を開催。
メンバーの特性を記した広報紙を作成して、団体の会議等に出向き、進行など
要望に応えてきました。活用してください。

（１）ファシリテーションの実践
（２）ファシリテーターの技術の習得
（３）ファシリテーションの技術を持ってまちづくり活動支援
（４）ファシリテーションの普及育成

募集している

あり　（年額　500円）

男　5名　／　女　4名　　計　9名

10万円以上～30万円未満

小城市内全域
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〒845-0022 あおやぎ　たかし

小城市三日月町久米1729-8 青栁　隆

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.8現在

小城市内でのフットパス事業を通し、地域の素晴らしい景観を歩きながら楽し
み、また新たに地域の魅力を認識し、地域活動として小城の潜在的な魅力を発
信する。また、自然環境の保全、人々の健康増進の観点から、快適に歩ける道
路（散策路）の整備を行い、活力に満ちた地域社会を実現することを目的とす
る。

団体名
おぎふっとぱすくらぶ

小城フットパスクラブ

住　所 代表者名

0952-72-3566

0952-72-3566

ogi_footpath@yahoo.co.jp

有（facebook）

2018年4月28日

主な活動分野

③まちづくりの推進を図る活動

④観光の振興を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑦環境の保全を図る活動

開催している　（毎月1回）

コースをのんびり歩くフットパス視点から、地域の新たな魅力を発見し、住んでい
るところの魅力を感じます。そんな小城のステキを楽しみながら散策活動を続け
ていきますのでご参加ください。

＊フットパス活動の実践、支援、普及育成
＊フットパスの調査・開発・整備・情報提供
＊フットパス環境の保全再生
＊フットパスを通じた地域内及び地域間交流
・フットパス通信機関紙発刊
・フットパス認定記念ツアー
・コース作り（新コース、対象者を絞ったコース等）
・地域住民に向けてのイベント
・外部講師による講座の開催
・新規会員の募集

募集している

あり　（年額　500円）

男　7名　／　女　12名　　計　19名

30万円以上～50万円未満

小城市内全域
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なんり　しげゆき

非公開 南里　茂幸

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.8現在

小城市内の一部　（小城町）

開催している　（年5回程度）

「小城人」であればどなたでも参加できます。
みんなで、”小城のまちづくり”をしましょう！

3月下旬～4月上旬　 小城さくらいろコンサート
5月下旬～6月上旬　 小城ホタルの里コンサート
7月下旬　　　　　　　　 祇園コンサート
（不定期）　　　　　　　 人づくり塾幹事会
（不定期）　　　　　　　 各種研修
（不定期）　　　　　　　 収益事業

募集している（小城町在住の方）

非公開

男　10名　／　女　12名　　計　22名

非公開

平成3年の旧小城町の事業「明日の小城町を支える人づくり事業」の一貫とし
て、町づくりリーダー育成のための研修及び先進地視察等の参加者を中心に、
平成6年に「小城町人づくり塾」が結成されました。
人づくり塾では、明日の小城町を支える人づくりを目的としてイベント活動および
研修を行っています。

主な活動分野

③まちづくりの推進を図る活動

非公開

―

非公開

―

1994年

団体名
おぎまちひとづくりじゅく

小城町人づくり塾

住　所 代表者名
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〒845-0005 こが　ひさみ

小城市小城町東新町 古賀　壽美

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.29現在

小城市内の一部　（小城町）

開催している　（毎月１回）

小城市より補助を受け、健康づくり教室（各種体操、グランドゴルフ、バスハイク
など）、スポーツレクリエーション大会、福祉大会、社会奉仕など会員相互の交
流と共に地域活動などに取り組んでいる。

 1．定期総会　　　　　　　　　　　　4月
 2．健康づくり教室　　　　　　　　毎月
 3．社会奉仕活動　　　　　　　　　9月
 4．ふれあいスポーツ大会　　　10月
 5．花づくり運動　　　　　　　　　 11月
 6．福祉大会　                 　     2月
 7．友愛活動　　　　　　　　　　   随時

募集している
※小城町地区内の65歳以上（場合によっては60歳以上）の5人以上で構成され
た老人クラブ及びその会員

あり　（月額  200円～300円）

男　50名　／　女　150名　　計　200名

50万円以上～100万円未満

高齢者の生活を健全で豊かにするために、老人クラブ会員及び地域の高齢者
の健康・友愛・奉仕活動の推進、福祉の増進を図ることを目的とする。

主な活動分野

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

⑨地域安全活動

⑧災害救援活動

⑱消費者の保護を図る活動

0952-72-1226 （野中）

―

―

―

1985年4月1日

団体名
おぎまちろうじんくらぶれんごうかい

小城町老人クラブ連合会

住　所 代表者名
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〒845-0025 すえつぐ　しょうじろう

小城市三日月町三ヶ島687-1（野副孝典宅） 末次　正二郎

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.7.5現在

小城市内の一部　（三日月町）

不定期

「自ら取り組めば、楽しいまちになる」を合言葉に活動しています！
年齢層も若者からお年寄りまで幅広く参加していただいています。
ぜひ一度ご参加ください！

・12月上旬
     小城市クリスマス会事業（小城市民図書館との共催）

・7月下旬または8月上旬
　　 三日月の夏祭り「ムーンファンタジア in 三日月事業」（実行委員会幹事団
体）

・三日月野外研修センター「さんさん」の施設管理委託業務（年間）

募集している　（小城市三日月町の振興に関心を寄せる人）

あり　（年額　3,000円）

男　18名　／　女　9名　　計　27名

100万円以上～500万円未満

小城市三日月町の振興に関心を寄せる者達が「自ら取り組めば、楽しいまちに
なる」をモットーに心豊かなまちづくりに参画する。

主な活動分野

⑬子どもの健全育成を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

090-1082-5374（事務局）

―

gm21@cmail.plala.or.jp

―

1999年4月23日

団体名
ぐるーぷ みかつき にじゅういち

グループ「三日月」 21

住　所 代表者名
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〒845-0002 いけうち　しん

小城市小城町畑田2915（とんとこ事務局） いけうち　しん

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.20現在

九州管内

開催している（毎月1回）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子どもから大人まで、たくさんの人たちに笑顔になってもらえたらという思いで舞
台づくりをしています。
とっつきやすいもの、楽しんでもらいながらも心に残るテーマ性を重視していま
す。イベントや公演では、「人の心に響くもの」をモットーに活動しています。
司会者やＭＣ、アクターなどの派遣をしたり、規模に関わらず公演・舞台などの
企画も行っていますので、興味のある方は是非一緒に活動してみませんか！

・「劇団とんとこパピィ」では、学校や保育園、幼稚園、福祉施設等からの依頼を
受け、訪問公演を行っています。

・ 「とんとこ一座」では、イベント等でのパフォーマンス活動を行っています。

募集している　（能力があり、当団体のオーディションに合格したもの）

非公開

非公開

非公開

本団体は、演劇活動の周知や舞台提供及びそれに関わる人材育成事業を実施
することで、佐賀県から発信する文化活動の活性化に貢献することを目的とす
る。

主な活動分野

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

④観光の振興を図る活動

090-8915-3216

非公開

非公開

http://www.stagestage.com/tontoko/tp

2007年2月1日

団体名
げきだんとんとこぱぴぃ・とんとこいちざ

劇団とんとこパピイ・とんとこ一座

住　所 代表者名
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〒845-0002 まなご　みちこ

小城市小城町畑田2660-2 眞子　通子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.7.2現在

小城市内全域

開催している　（毎月2回）

女性と女児の地位向上のための団体です。

・女子の高校生奨学金制度を作り、高校進学する母子家庭に育った生徒の学資
援助、小城市・多久市から毎年1名ずつに対して一時金を援助しています。
・星巌寺の掃除（年1回）
・毎年歳末助け合いの募金寄附
・女性の地位向上のために努力している人、またボランティアで社会に貢献して
いる個人・団体に毎年クラブ表彰式を行い、賞金を贈呈しています。
・難民救済への寄付

募集している　（趣旨に賛同する方）

あり　（月額　7,000円）

男　0名　／　女　14名　　計　14名

100万円以上～500万円未満

奉仕活動を通して、女性と女児の生活向上につとめ、地域社会・国際社会への
貢献を目指す。

主な活動分野

⑬子どもの健全育成を図る活動

⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑪国際協力の活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

0952-72-3700

0952-72-3700

―

―

1993年9月1日

団体名
こくさいそろぷちみすとさが－ちゅうぶ

国際ソロプチミスト佐賀－中部

住　所 代表者名
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〒845-0002 おかもと　せつこ

小城市小城町畑田750（桜楽館） 岡本 節子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.30現在

小城市内全域

開催している　（毎月1回）

0歳から就学前の子どもとその保護者の方たちとの交流で、楽しくふれあいなが
ら、地域のおばさん的存在で気軽に話が出来るように笑顔でがんばっていま
す。「支え、支えられてお互いさま」（大日向雅美先生のお言葉）の精神で！

小城保健福祉センター（桜楽館）において
・月曜日　「なかよし広場」（主に自由遊び）のお手伝い
・金曜日　「なかよし広場」で、個々のボランティア団体による催し事のお手伝い
・金曜日　「なかよし広場」で、年5～6回の催し担当
・子ども預かりサポート

募集している　（子育て支援に関心のある方はどなたでも歓迎します）

あり　（年額　1,000円）※ボランティア保険を含む

男　0名　／　女　18名　　計　18名

10万円未満

今の社会情勢の中で子育てに悩みや不安を抱えている家庭が多い事や、地域
との交流や友達作りも難しいという声なども多く聞かれ、「親が気軽に通えて、
ほっとする居場所作りが出来れば」との思いでサロンを開きました。
子育て家庭が安心して子育て出来るように温かく見守り、異世代との交流を通し
て地域社会への関わりを深めてもらえたらとも願っています。

主な活動分野

⑬子どもの健全育成を図る活動

0952-73-2700（小城市社会福祉協議会）

0952-73-4347（小城市社会福祉協議会）

―

―

2001年11月

団体名
こそだてしえんぼらんてぃあ　ぶらんこ

子育て支援ボランティア　ぶらんこ

住　所 代表者名
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〒845-0002 のだ　　りつこ

小城市小城町畑田1374-1 野田　理津子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.29現在

佐賀県内全域

開催している　（毎月第4日曜日 10：00～12：00　（於）佐賀みょうが塾）

「精神障がい者のきょうだい会」として発足して19年目を迎えました。悩める人が
少しでも楽になれることを考えながら、地域の人たちともつながり合って楽しく活
動を続けていけたらと願っています。

（定例会）　　 語ろう会、研修会
（啓発活動）　地域の行事に出店、課外授業などで講演
（地域交流）　地域の人を招いてもちつき交流会、小・中学生との交流、
　　　　　　　　 CSOとの連携など
（運営事業）  障がい福祉サービス事業
　　　　　　　       ・就労支援事業所「佐賀みょうが塾」
　　　　　　　       ・グループホーム 「ふぁみりあ砂田」など

募集している　（障がい者、特に精神保健福祉に関心のある方）

あり　（年額　　正会員：2,400円、賛助会員：500円）

男　8名　／　女　7名　　計　15名

5000万円以上

精神障がい者及びその家族が関係機関や一般市民との連携の中で、共に楽に
幸せに生きて行ける道を探します。又、市民社会組織（CSO）などと協働し精神
保健福祉の向上の一翼を担い、市民が住み良い心豊かな生活が営めることを
目指します。

主な活動分野

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動

⑦環境の保全を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

0952-73-4527

0952-20-0028

spwa8959@spice.ocn.ne.jp

―

2004年9月15日

団体名
とくていひえいりかつどうほうじん　　　さがげんきかい

特定非営利活動法人　佐賀げんき会

住　所 代表者名
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〒845－0022 いしばし　ゆうこ

小城市三日月町久米2120-2 石橋　裕子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.7.3現在

佐賀県内全域

開催している　（毎月1回程度）

放課後児童クラブを中心としながら、切れ目のない子育て支援をめざし、こどもた
ちを取り巻く全ての環境を整えていきたいと思い、月々活動しています。

県内の放課後児童クラブの支援
 1.相談支援のための窓口設置
 2.研修会実施
 3.児童クラブの情報誌作成
 4.作品集作成
 5.その他

県内の子育て支援の充実に向けた業務
 1.研修会実施
 2.情報誌作成
 3.子育て中の親たちが集う場の設置　など

募集している  　※当団体の活動に賛同していただける個人・団体

あり　（年額　会員：10,000円、賛助会員：3,000円）

男　20名　／　女　40名　　計　60名

5000万円以上

こども、放課後児童クラブ関係者、こどもを育む地域の大人に対して、放課後児童
クラブの充実と発展に関する事業を行い、こどもの健全育成に寄与することを目的
とする。

主な活動分野

⑬子どもの健全育成を図る活動

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

0952-37-8553

0952-37-8553

planhoukago@gmail.com

hｔｔp://kodomo.saga-houkago.net

2009年5月27日

団体名
とくていひえいりかつどうほうじん　　さがけんほうかごじどうくらぶれんらくかい

特定非営利活動法人　佐賀県放課後児童クラブ連絡会

住　所 代表者名
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なかお　さちこ

非公開 中尾　幸子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.24現在

小城市内の一部　（小城町）

開催している　（毎月1回　研修会、研究会）

小城市に伝わる普茶料理を伝承するために活動しています。
多くの方にこの伝統食を知ってもらい、また伝えていきたいと思います。
先人の知恵に触れながら、一緒に料理しませんか。

・普茶料理研修会　月1回（第3土曜日）
・普茶料理研究会　月1回（第1金曜日）
・春の食事会　4月開催
・秋の食事会　11月開催
・普茶料理普及活動

募集している　（春、秋の食事会開催に参加、協力できること）

あり　(年額　3,000円)

男　3名　／　女　20名　　計　23名

50万円以上～100万円未満

小城町にある祥光山星巌寺に伝わる普茶料理を復元し、次代を担う子どもたちに
食の伝統文化として伝えるために会を設立し、普茶料理の充実、発展のために活
動する。

主な活動分野

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

④観光の振興を図る活動

非公開

非公開

―

―

1991年7月17日

団体名
じょうこうざんせいがんじでんしょう　ふちゃりょうり　おぎしゅんこうかい

祥光山星巌寺伝承「普茶料理おぎ春香会」

住　所 代表者名
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〒845-0001 もろいずみ　かつひろ

小城市小城町字自在266-22 諸泉　勝浩

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.29現在

佐賀県内全域

開催している　（年5回）

明るく たのしく 元気よく をモットーに、日々たのしく作業をしています。

・木工品製作（時計、おもちゃ）
・農業
・レザークラフト
・除草、伐採、剪定、アパート管理（不動産会社との委託契約）
・オープンカフェ（ソフトクリームなど）
・アクセサリーなどの小物製作
・食品加工
・菓子製造

募集している

なし

男　7名　／　女　3名　　計　10名

非公開

住み慣れた地域や場所で、本人の主体性を大切にし、積極的に自己主張がで
き、その主張に基づいた日常生活の支援や就労支援を行い、障がい者福祉に寄
与することを目的とし、安心して暮らせる地域づくりに貢献していきたいと考えて
います。また、本人が出来る事は、継続して出来るように働きかけを行い、不得
意な事に対しては、一緒に考え、行動し、障がい者の気持ちに寄り添ったサービ
スを提供し、自立を支える事業を行うことによって、より住みよい社会となるように
活動していきたいと考えています。

主な活動分野

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑨地域安全活動

⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動

⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

0952-20-8030

0952-20-8031

ｊobcreate.fuku@gmail.com

http://jobcre.jp

2015年6月9日

団体名
とくていひえいりかつどうほうじん　　　　　じょぶくりえいと

特定非営利活動法人　ジョブクリエイト

住　所 代表者名
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〒845-0003 いしかわ　やすなり

小城市小城町岩蔵128-10 石川　泰成

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.7.4現在

非公開

本と出逢う機会を少しでも増やせるよう頑張っています！

【 不定期に随時実施している活動 】
　　・24時間図書館模擬運営
　　・屋台図書館出店
　　・カバーデバッグ（絵本カバーで手提げ袋を作るワークショップ）

【 継続的に実施している活動 】
　　・佐賀県の子どもの居場所の図書コーナー充実支援事業として、
　　　小城公民館岩松支館に屋台図書館を常設

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

主な活動分野

②社会教育の推進を図る活動

⑭情報化社会の発展を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

小学校区に利用容易性の高い図書館を開設し、全世代対象の生涯eポートフォ
リオサービスを連携して運営することにより、老若男女すべての人に係る情報格
差問題の解決に寄与することを目的とする。

団体名
とくていひえいりかつどうほうじん　　　　　せいこううどくしゃ

特定非営利活動法人　晴耕雨読舎

住　所 代表者名

050-5586-6464

0952-73-9166

info@schoolarea.org

http://www.schoolarea.org

2016年7月12日
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〒845-0025 うえの　やすあき

小城市三日月町三ヶ島88-1（三日月幼稚園） 上野　保明

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.7現在

佐賀県内全域

開催している　（年6回）

青少年育成と地域文化の向上をめざし、毎年顕彰会行事として「高田保馬博士
をたたえる会」を実施し、書道や文学作品コンクールの表彰、アトラクションとして
書のパフォーマンス等、地元小中学生による意見発表を実施している。

①高田保馬博士を追慕する講演会を行う。
②資料の収集や研究調査、本会の目的にかなった普及及び出版を行う。
③本会の目的に沿った事業を実施する。
 （顕彰会だよりの発行、高田保馬博士をたたえる会など）　毎年2月に実施。
④文学作品、書道作品のコンクールを実施する。

募集している

あり　（年額　2,000円）
※団体会員　三日月町内自治会：100円/戸、婦人会：100円/人

男　24名　／　女　9名　　計　33名　※個人会員のみ

30万円以上～50万円未満

社会学者・経済学者・文学者として偉大な先覚者高田保馬博士を追慕し、その文
献並びに資料等を収集し、博士の業績とご遺徳を顕彰すると共に、青少年の健
全育成と社会文化の向上に寄与することを目的とする。

主な活動分野

⑬子どもの健全育成を図る活動

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

0952-73-2601（三日月幼稚園）

0952-72-1277（三日月幼稚園）

mikatsukiyo@city.ogi.lg.jp

　http://takadayasuma.jp

1994年5月1日

団体名
たかだやすまはかせけんしょうかい

高田保馬博士顕彰会

住　所 代表者名
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〒845-0024 たかの　　あつみ

小城市三日月町道辺1912-1 髙野　アツミ

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.25現在

小城市内全域

開催していない

高齢者介護支援、通所介護サービス事業を実施しています。

・在宅福祉サービスに関する事業
・子育て支援に関する事業
・認知症、高齢者の生活支援に関する事業
・障がい者の生活支援に関する事業
・介護保険法に基づく通所介護サービス及びショートステイサービスに関する事
業

非公開

非公開

非公開

非公開

高齢者や障がい者、子育て中の家族などが住みなれた地域で安心して暮らして
いけるよう、困ったときはお互いさま、助けたり助けられたりの精神で、これらの
方々の自立支援に関する事業を行い、地域社会福祉の増進に寄与することを目
的とする。

主な活動分野

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

0952-72-7600

0952-72-7600

―

―

2005年8月10日

団体名
とくていひえいりかつどうほうじん　　　たすけあいみかつき

特定非営利活動法人　たすけあい三日月

住　所 代表者名
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〒845-0004 からしま　けいこ

小城市小城町松尾125-2 唐島　敬子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.12現在

小城市内全域

開催している　（月1～2回、第3土曜日午前中）

毎月第3土曜日に桜楽館に集まり、一人暮らしの高齢者へお誕生日にちぎり絵
の葉書を発送しています。その他にも、児童クラブやサロンなどに、ちぎり絵の
指導へいったりします。

・ふれあい通信の発行
・一人暮らし高齢者への誕生祝いちぎり絵葉書の発送
・なかよし広場でのちぎり絵指導
・桜楽館や小城町内外のサロンや地区公民館へちぎり絵指導
・小城市各小学校児童クラブへちぎり絵指導
・桜楽館にて障がい者へのちぎり絵指導
・三里小学校に１ヶ月交代でちぎり絵の展示　　　他

募集していない　

なし

男　0名　／　女　6名　　計　6名

非公開

始まりは、新生児の誕生祝いと健やかに成長されることを祈って、ちぎり絵の会
を開講しました。現在は、高齢者の一人暮らしの方への誕生祝いのちぎり絵葉
書の発送や児童クラブでのちぎり絵指導などのボランティア活動を行って、皆さ
んに喜んでいただくのが目的です。

主な活動分野

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

0952-72-3563

―

―

―

2000年10月1日

団体名
ちぎりえ　　なごみのかい

ちぎり絵　なごみの会

住　所 代表者名
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〒849-0303 なかしま　まさと

小城市牛津町牛津327-7 中島　正人

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.29現在

佐賀県内全域

開催している　（毎月11日）

私たち、「つなぎレンガ座」は地域のシンボル的な文化財を再利活用し、地域住
民に対して芸術・文化の発信と地域コミュニティー拠点作り、地域課題を探り、住
む人たちで解決していく仕組み作りの展開を行います。
また、他の団体（NPO法人・中間支援組織等）との連携を深めるとともに地域住
民に開かれた場所の創出ができ、地域に貢献と寄与することが出来ると考えて
おります。地域に根差した「人と人をつなげる」団体としてお役にたてるよう邁進
していきます。どうぞ気軽に「牛津赤れんが館・牛津会館」においでください。お
待ちしております。

歴史的建造物を活用した文化・芸術に係る多彩な事業活動
①管理受託事業：小城市文化財、牛津会館・牛津赤れんが館
　　　　　　　　　　　　（平成24年より平成29年6月まで管理受託）
②まちづくり団体支援事業：子どもクラブ夏期作品展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（牛津支援ネットワーク実行団体）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 小城市文化連盟事業協力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小城市ひな祭り、観月会等）
③CSO市民活動センター「ようこそ」事業協力推進活動
④国登録有形文化財を利活用するイベント事業開催

募集している　

あり　（年額　10,000円）

男　9名　／　女　3名　　計　12名

100万円以上～500万円未満

この法人は、小城市を中心とする市民活動の発展を図るために、文化・芸術に
係る多彩な事業を行い地域文化の創造と発展に寄与し、市民活動の環境基盤
整備・強化、自治体と市民活動を行う者との関係の構築等についての事業を行
い、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

主な活動分野

③まちづくりの推進を図る活動

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑲活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

④観光の振興を図る活動

0952-66-5239

0952-66-5239

nakashima@rengaza.jp

http://rengaza.jp

2013年4月1日

団体名
とくていひえいりかつどうほうじん　　　つなぎれんがざ

特定非営利活動法人　つなぎレンガ座

住　所 代表者名
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〒845-0001 とみなが　まさき

小城市小城町964 富永 正樹

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.7.4現在

小城市内全域

開催している　（毎月1回）

地元に眠る地域資源を掘り起こし利活用しながら、市内外へ新しい文化を発信
する事業に取り組んでいる。

○例年秋に天山アートフェスタin小城開催。
第11回から佐賀大学文化教育学部の教官、学生と協働しての企画展を開催中。
特に平成28年度は新設された芸術地域デザイン学部の学生110余名の力を集
め、「地域をカタチに、小城をカタチに」のテーマで新しい小城のみやげになるも
のを創る計画で展示をし、コンテスト方式で投票し、小城市長賞はじめ幾つかの
賞を授与した。
※平成30年度のアートフェスタは検討中。
○「蔵 kura くら クラ　ことば蔵」を定期的に開催。書画の展示会を企画し、筆を
使った作品を紹介。表現者のこころを探ることで筆文字、筆画に対し興味関心を
高めてもらう。

募集している　（入会金　1,000円）

あり　（年額　2,000円）

男　12名　／　女　6名　　計　18名

50万円以上～100万円未満

文化、芸術をとおして魅力ある地域づくりをすすめる。市内にある国の登録文化
財などの古い建造物を利活用しながら、新しい小城の文化を発信する。

主な活動分野

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

④観光の振興を図る活動

⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

090-3900-3923

0952-72-5505

tomyrinken1218@icloud.com

―

2004年3月22日

団体名
てんざんものづくりじゅく

天山ものづくり塾

住　所 代表者名
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〒845-0003 しちだ　としひで

小城市小城町岩蔵1520 七田　利秀

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.19現在

小城市内の一部（小城町を中心として活動している）

開催している　（毎月1回以上）

小城の素晴らしい歴史、文化、自然をしっかり次の世代に伝え残していきたいと
の強い理念から、様々な事業活動を長年実践する。そのひとつに「小城歴史物
語」の出版・小城町内5,500戸へ無料配布事業（Ｈ5）は、電子書籍化しホームペー
ジから閲覧できます。

・「平成の羅漢作り」運動
・「ふるさと再発見」ビデオ、ＤＶＤ制作
・「小城ふるさとシンポジウム」（Ｈ2）
・ふるさと読本「小城歴史物語」の発刊、電子書籍化
・すごいぞ小城「小城と文化と京都・東国」フォーラム開催（Ｈ11）
・すごいぞ小城Ⅱ「天馬空を行く-中林梧竹の書」フォーラム開催(Ｈ11)
・チャリティーコンサート
・視察研修
・ＪＲ小城駅前に高田保馬博士と与謝野晶子夫妻の歌碑建立
・文化遺産や史跡122か所を解説するＣＤ「知ってた？知ってる？小城の宝」の制
作
・小城源氏ホタル発祥の地」モニュメント建立
・「歴史、文化、自然を活かしたまちづくりシンポジウム」開催（Ｈ26）

募集している（グループの主旨活動に賛同される方）

非公開

男　6名　／　女　2名　　計　8名

非公開

小城の歴史、風土、文化、自然を次の世代に積極的に伝えていこうとする活動。
（事業やイベントを展開する）

主な活動分野

②社会教育の推進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

④観光の振興を図る活動

⑦環境の保全を図る活動

0952-73-3141（天山酒造㈱）

0952-72-7695（天山酒造㈱）

―

http://forum-ogi.org

1987年10月

団体名
ふぉーらむおぎ

フォーラム小城

住　所 代表者名
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〒845－0022 のぐち　なおし

小城市三日月町久米1759-2 野口　直志

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.16現在

小城市内全域

開催している　（毎月1回）

牛尾の山の耕作放棄地の整備をしています。竹パン作り等のイベントを通して、
子どもの集まれる場づくりもしています。気軽にご参加ください。

・県民参加の森林づくり事業
「人森林、小城市地域環境保全事業」（7ha）
牛尾の山でオリーブの植栽活動、耕作放棄地の竹林の伐採作業を行っていま
す。

・集落の維持・活性化事業
「体験と食を通して、地域交流・活性化・観光ブランド化事業」
竹パン作り等のイベント、梅やオリーブの加工品開発を行っています。

募集している （実践参加できる方）

あり　（年額 1,000円）

男　14名　／　女　3名　　計 17名

100万円以上～500万円未満

小城市の自然を生かした地域づくり及び子どもの健全育成を図る事を目的とす
る。

主な活動分野

⑬子どもの健全育成を図る活動

⑦環境の保全を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

④観光の振興を図る活動

090-2581-3738

―

m.kiyo-23.4@docomo.ne.jp 、nao07040@gmail.com

http://yumetumugi-network.jimdo.com

2013年5月14日

団体名
ふるさと・ゆめつむぎねっとわーく

ふるさと・夢つむぎネットワーク

住　所 代表者名
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〒845-0022 えんじょうじ　　まりこ

小城市三日月町久米2120-16 圓城寺　真理子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.23現在

佐賀県内全域

開催している　（年1回総会、月1回定例会）

ま・まんでぃは、子どもにかかわる大人たちの居場所づくりをしています。毎月1
回ほど集まって、メンバーの得意なことを持ち寄った大人対象の教室や、子ども
たちの自主性を育てる企画の協力や手伝いや、地域との交流イベントをやって
います。ここに自分の居場所があることを実感してもらい、安心や癒しを感じても
らう場を目指しています。子育て、大人育てのチカラ、お待ちしています！！！

～日時・場所～
毎月第4月曜日（月によって変更あり）　  10時～14時　  ゆめぷらっと小城 他

～内容～
・あそびばdeいばしょづくり（アウトドア活動）全4回
・スキルアップ教室（全9回）
・子どもの課題教室のお手伝い（夏休み2回、冬休み1回、春休み1回）
・農家との交流（梅、いちご、米など）
・ま・まんでぃベジタブルガーデン（畑づくり、生ごみ堆肥づくり）
・異業種交流、世代間交流（Bar真理子、サンデーブランチ屋）
・ハロウィンパーティー（10月）
・親子防災キャンプ（11月）

募集している（子どもに関わる全ての大人）　　

なし

男　10名　／　女　45名　　計　55名

30万円以上～50万円未満

子どもに関わる全ての大人たちの居場所づくりの場であり、情報の共有や発信、
地域との交流やネットワークづくり、学び合いからの自分自身のスキルアップや
次世代への学びの伝承などを目的とする。

主な活動分野

③まちづくりの推進を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

非公開

―

marimo61397@gmail.com

―

2016年4月25日

団体名
ま・まんでぃ

ま・まんでぃ

住　所 代表者名
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〒845-0021 たなか　やすのり

小城市三日月町長神田2299 田中　康教

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.6.10現在

佐賀県内全域

開催している　（毎月第4日曜日　ドゥイング三日月で練習）

水の恵みに感謝し、社会平和を祈る浮立です。12月巳の日に織島神社に奉納
浮立を行います。また地域イベントや種々な大会・会合でも演舞します。

 Ｈ14. 2.22　        アバンセフェスタ出演（佐賀市）
 Ｈ15.10.11　       祐徳稲荷神社奉納（鹿島市）
 Ｈ16.11.13　       郷土ふれあい祭出演（佐賀市東与賀干潟公園）
 Ｈ17.10.16　       小城市郷土芸能祭出演（小城市 ドゥイング三日月）
 Ｈ18. 5. 7　　      長崎さるく博「龍踊りフェスティバル」出演（長崎市）
 Ｈ18. 7.15          ボートピア三日月開場10周年出演（小城市三日月町）
 Ｈ20. 4.29          県植樹祭イベント出演（小城市牛津町）
 Ｈ20.10.29         バルーンフェスタ前夜祭パレード出演（佐賀市）
 Ｈ21. 3.14　　　　 小城ブラブラフェスタイベント出演（小城市小城町）
 Ｈ22.11.13～14　南九州市交流事業出演（鹿児島県南九州市川辺町）
 Ｈ24.10.14　　　　牛津高校文化祭出演　（小城市 牛津高校）

 毎年12月巳の日に近い日曜日、織島神社奉納
 毎月第4日曜日19時30分、ドゥイング三日月にて練習

募集している

あり　（年額　18歳以上：2,500円、小中高生：1,000円）

男　25名　／　女　18名　　計　43名

10万円未満

三日月町東分の織島神社で長年中断していた浮立を再興し、三日月町の伝承
芸能として、地域の活性化と青少年の育成を目的として活動する。

主な活動分野

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

④観光の振興を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

0952-73-3343

0952-73-3343

daimyoji@guitar.ocn.ne.jp

―

2001年8月23日

団体名
みかつきりゅうおうふりゅうほぞんかい

三日月龍王浮立保存会

住　所 代表者名

43



〒845-0002 まなご　みちこ

小城市小城町畑田2660-2 眞子　通子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.25現在

小城市内全域

開催している　（年2回、通常練習以外）

古典舞踊から民舞や歌謡曲を、それぞれの能力や舞台発表に合わせて指導し
ています。年1回の美智治会総合発表会「おさらい会」や市内各会場イベント参
加、地域行事の参加、ボランティア活動、施設訪問など、日々、会員同士の勉強
会や親睦を深め、心地の良い環境でお稽古にはげみ、積極的な活動で1年を過
ごしています。

 2月　 小城市ひなまつり行事にて舞踊披露
 4月　 美智治会おさらい会
 6月　 小城市ふれあい芸能まつり参加
11月　 小城町芸能祭出演
通年　 施設訪問ボランティア、県内の地域行事への参加など

募集している （サークル会員として募集します）

あり　（月額　大人：1,500円、子ども：1,000円）

男　0名　／　女　28名　　計　28名

30万円以上～50万円未満 

日本の伝統芸能である日本舞踊を伝承継続し、多くの人が気軽に学べる場を作
る。特に、子どもたちには、舞踊はもちろん礼儀作法の伝授にも力をいれる。

主な活動分野

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

0952-72-3700

0952-72-3700

―

―

1974年4月1日

団体名
みちはるかい

美智治会

住　所 代表者名
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〒849-0314 しもむら　ひとし

小城市芦刈町三王崎1761-1 下村　仁司

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.7.4現在

小城市内の一部（芦刈町及びその周辺）

開催している　（年10回）

夏まつりを通して、芦刈のまちづくりに貢献しています。

・小城市ムツゴロウ王国芦刈夏まつり
・あしぱるふれあいまつり

募集している　　

あり　（年額　2,000円）

男　9名　／　女　11名　　計　20名

100万円以上～500万円未満

行政等と協働した市民主体のまちづくりを目指し、まちづくり事業の健全な振興
を促し、教育・文化の発展に資するとともに、併せて地域の産業・経済の振興に
寄与することを目的とする。

主な活動分野

③まちづくりの推進を図る活動

⑦環境の保全を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

090-1513-6273 （飯盛）

0952-66-1688

―

―

2005年4月30日

団体名
むつごろうおうこくあしかりまちづくりふぉーらむ

ムツゴロウ王国芦刈まちづくりフォーラム

住　所 代表者名
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〒845-0022 やまぐち　のりゆき

小城市三日月町久米1729-8 山口　則幸

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.5.23現在

小城市内全域

不定期

小城市民の協働推進を図る事業を中心に、市内の地縁団体・志縁団体のお困り
事の手助けをしています。「小城市市民活動センター」へお気軽にご相談に来てく
ださい。センターは火曜日から日曜日の午前10時～午後７時まで開館していま
す。

1.市民活動支援業務（小城市委託事業）
　 ・「小城市市民活動センター」で市民活動に関する相談受付。
　　 10時～19時（月曜日・年末年始休み）
　　 ※連絡いただければ出張相談も受け付けます。
　 ・市のHPに掲載を希望する市民活動団体（ガイドブック登録団体）の募集。
2.協働に関する講座、イベントの開催（小城市委託事業）
　 ・協働のまちづくり講座、市民協働推進出前講座、おぎの未来デザイン。
3.佐賀県CSO提案型協働創出事業（佐賀県と事業提携）
　 ・佐賀県や小城市への提案の受付及びコーディネート。
4.パソコン教室、ヨガ教室　等

募集している　（当団体の活動に賛同していただける個人・団体）

あり　（年額　3,000円）

男　9名　／　女　2名　　計　11名　（団体：1）

500万円以上～1000万円未満

小城市を中心とする市民活動の発展を図るために、市民活動を行う者同士のネッ
トワークを構築し、市民活動の環境基盤整備、自治体と市民活動を行う者との関
係の構築等についての事業を行い、もって公益の増進に寄与することを目的とす
る。

主な活動分野

⑲活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

③まちづくりの推進を図る活動

⑦環境の保全を図る活動

⑭情報化社会の発展を図る活動

⑨地域安全活動

0952-72-3566

0952-72-3566

youkoso@ia9.itkeeper.ne.jp

―

2015年3月11日

団体名
とくていひえいりかつどうほうじん　　　ようこそおぎ

特定非営利活動法人　ようこそ小城

住　所 代表者名
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〒845-0003 おおいし　よしこ

小城市小城町岩蔵5727 大石　美子

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

ホームページアドレス

設立の時期

設立の趣旨・目的

具体的な活動内容

会員の募集

会費の有無

会員数

年間予算

主な活動地域

定例会の開催

団体ＰＲ

2018.7.3現在

小城市内の一部（小城町石体地区）

不定期

石体のまちづくりに力を入れて、たくさんの人に来てもらおうと思っています。
ご協力をお願いします。

1.石体まつり （4月・9月）
2.道路掃除  （毎月1回）
3.公園の草刈り（毎月1回）
4.石体太鼓の練習（毎月4回）
5.フットパス （6月・10月）
6.セブン財団　花植（5月）

募集している

あり　（年額　1,000円）

男　4名　／　女　6名　　計　10名

10万円以上～30万円未満

石体の自然を生かしたありのままの風景や地元の住民との交流を体験してもら
い、石体地域の活性化、居住者が来やすい地域づくり、石体に住まれている高
齢者への支援の強化を図ることを目的とする。

主な活動分野

③まちづくりの推進を図る活動

⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

⑦環境の保全を図る活動

④観光の振興を図る活動

⑨地域安全活動

0952-72-4693 、090-7450-2526

0952-72-4693

shakutaiooisi@gmail.com

―

2014年4月1日

団体名
わるうてくらそうやっかい

笑うて暮そうやっ会

住　所 代表者名
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※佐賀県庁ホームページから転載 

 

 

（ 2018年 7月 1日現在） 

 法人名 主な活動分野 設立認証年月日 

1 佐賀げんき会 
保健・医療・福祉/まちづくり/職業能力の開発・雇

用機会の拡充 
2004年 09月 06日 

2 たすけあい三日月 保健・医療・福祉/子どもの健全育成 2005年 07月 20日 

3 LIFESPORTS 学術・文化・芸術・スポーツ/子どもの健全育成 2006年 10月 03日 

4 聖鳳会 保健・医療・福祉/子どもの健全育成 2008年 06月 09日 

5 アシストライフ 保健・医療・福祉/子どもの健全育成 2009年 05月 14日 

6 佐賀県放課後児童クラブ連絡会 保健・医療・福祉/社会教育/子どもの健全育成 2009年 05月 27日 

7 信 保健・医療・福祉 2010年 05月 21日 

8 百笑の家 保健・医療・福祉/子どもの健全育成 2010年 06月 08日 

9 楠の木 
保健・医療・福祉/社会教育/職業能力の開発・雇用

機会の拡充 
2010年 06月 22日 

10 未来創造事業団 

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ/環

境保全/情報化社会/経済活動の活性化/職業能力の

開発・雇用機会の拡充 

2010年 12月 28日 

11 かるがも 
保健・医療・福祉/職業能力の開発・雇用機会の拡

充 
2011年 02月 14日 

12 流蛍の里 保健・医療・福祉 2011年 02月 14日 

13 つなぎレンガ座 
まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ/団体への

連絡・援助 
2013年 06月 25日 

14 らいふステージ 
保健・医療・福祉/まちづくり/学術・文化・芸術・

スポーツ 
2014年 02月 27日 

15 佐賀県トレーナー協会 
保健・医療・福祉/社会教育/学術・文化・芸術・ス

ポーツ/子どもの健全育成/科学技術の振興 
2014年 08月 11日 

16 ようこそ小城 
まちづくり/環境保全/情報化社会/団体への連絡・

援助 
2015年 02月 26日 

17 ジョブクリエイト 保健・医療・福祉 2015年 06月 08日 

18 晴耕雨読舎 社会教育/まちづくり/情報化社会 2016年 07月 01日 
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１．市民活動センター 

市民協働の推進を図るための拠点施設として、市民活動を支援しています。 

市民活動のための施設提供や相談支援を行っていますので、気軽にお立ち寄 

りください。 

 

開館時間：10時～19時 

休 館 日：月曜日、年末年始 

所 在 地：〒845-0001  

小城市小城町 253-21 

      （小城市まちなか市民交流プラザ 

「ゆめぷらっと小城」2階） 

TEL ：0952-37-8861 

FAX ：0952-37-8862 

E-mail：ogi-collabo@aurora.ocn.ne.jp 

 

 

（1）活動支援 

・施設概要 

施設種類 数 量 
利用 

申請 
料 金 備 考 

ミーティングスペース（12席） 1 台 - 無 料 ※予約優先 

ミーティングスペース（ 6席） 1 台 - 無 料 ※予約優先 

フリースペース（カウンター） 9 席 - 無 料  

フリースペース（テーブル） 2 台 - 無 料 ※6席/台 

ロッカー 12 団体 ○ 1,512 円/年 ※税込 

レターケース 24 団体 ○ 無 料  

パソコン １台 - 無 料 ※原則 2 時間以内 

情報コーナー - - 無 料  

  

 

（2）相談支援 

市民活動センターでは、市民活動経験のある相談員が、活動に関する様々な 

相談を受け付けています。 
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２．協働のまちづくり推進事業補助金 

 

協働による地域コミュニティの活性化及び特色あるまちづくりの推進を目的と

して、市民の皆さんの自主的かつ主体的なまちづくり活動に補助金を交付してい 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）地域リーダー及びコーディネーター育成事業 

 

・内容  国、地方公共団体、ＮＰＯ等が主催、共催又は後援する研修等へ 

参加する活動 

・対象  小城市内で活動しているＣＳＯに属している市民 

   ※市民・・・市内に居住する者及び市内に在勤又は在学する者 

 ・補助率等 

補助率 補助限度額 補助回数 

補助対象経費のうち参加者が 

負担する額の 10分の 9以内 
1人につき 5万円 

1年度あたり 1人 1回とし、 

通算 2回までとする。 

 

 

（2）活動力アップ支援事業 

 

 ・内容  地域での諸課題解決のため、ＣＳＯ等が自主的に協働によるまち 

づくりに寄与する事業 

・対象  構成員の過半数が市内に居住する者及び市内に在勤又は在学する 

者で組織されるＣＳＯ等 

      ※ＣＳＯ等・・・5人以上で組織されるＣＳＯ及び企業 

ＣＳＯとは？ 

市民社会組織の略称で、ＮＰＯ・市民活動を行っている団体・ 

ボランティア組織等の志縁組織、及び自治会・婦人会・老人 

クラブ・ＰＴＡ等の地縁組織をいいます。 
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 ・補助率等 

補助率 補助限度額 補助回数 

１
回
目 

補助対象経費の 

10分の 9 以内 
1団体につき 15万円 

1年度あたり 1団体 1事 

業とし、通算 3回までと 

する。複数年にわたる補 

助を希望する場合は、初 

年度申請時にあらかじめ 

その旨を事業計画に明記 

するものとする。 

ただし、2 回目又は 3回 

目についてもその都度申 

請するものとする。 

２
回
目 

補助対象経費の 

10分の 7 以内 
1団体につき 13万円 

３
回
目 

補助対象経費の 

10分の 5 以内 
1団体につき 10万円 
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