
No. 助成団体名 活動名 所在市区町村

1 フォーラム富野
第５回韓国スタディーツアー「隣国を学ぼう」
３月２３日～２６日・・様々な文化体験交流（日本からはダンスを披露）をおこ
なうとともに、授業体験、給食体験、スポーツ交流等を行う。

北九州市小倉北区

2 寿山フットボールクラブ

韓国釜山YMCA少年サッカーチームとのスポーツ及び文化交流
１０月の３日間・・釜山YMCA少年サッカーチームとの交流試合をおこなうとと
もに小倉の歴史や小倉音頭を紹介、また、韓国の伝統文化（お面踊り）や食
文化を学ぶ。

北九州市小倉北区

3 春日リトルラガーズクラブ

ニュージランドラグビーチームとのスポーツ交流及び文化交流
８月１０日～１９日・・ニュージランドラグビーチームとの交流試合及び合同練
習を行うとともにホームステイをしながらニュージランドの日常生活や文化に
ついて学ぶ。また、日本の文化を紹介する。

太宰府市

4 立石小学校　韓国友の会

韓国釜山市トンジェ小学校との文化交流
８月２６日～２８日・・釜山市のトンジェ小学校で日頃学習したハングル語で日
本の文化（茶道、生け花、竹細工、折紙等）を紹介するとともにスポーツ交流
を行う。

小郡市

5 宗像地区スポーツ少年団

韓国金海市スポーツ少年野球団との交流
７月２１日～２３日・・金海市スポーツ少年団と軟式野球の親善試合を行うとと
もにスポーツ施設見学や小学校訪問後、歓迎会で現地の子どもたちと自己
紹介や地域紹介等を行う。

宗像市

6 青柳小学校PTA国際交流委員会
青柳小学校とニュージランドオークランド市ポンソンビー学校との親善交流
８月２０日～２７日・・ホームステイをしながら通学し、授業体験学習をするとと
もに、家庭生活では、衣食住など日常生活の違いについて学ぶ。

古賀市

7 NGO Wings of the Smile

タイ王国　国際交流
８月２２日～２８日・・タイ王国の国立中・高校に体験留学することにより、異
文化を学ぶとともに、タイのスラム街や孤児施設の子どもたちとの交流によ
り、人権問題や命の大切さなどを学ぶ。

筑紫野市

8 宇美町スポーツ少年団

宇美町スポーツ少年団主催「うみだすこ」事業
８月２３日～２６日・・韓国ソウル市で、空手、柔道、剣道、合気道の交流試合
を行うとともに、ソウル市の故宮等を訪ね、歴史の勉強をする。また、食文化
を通じ異文化を学ぶ。

糟屋郡宇美町

No. 助成団体名 活動名 所在市区町村

1
社団法人　北九州青年会議所　次
世代環境創造委員会

THE BEETLES LOVE～北九州の自然環境を考えよう～
１９年５月１３日・７月２９日・・到津の森公園及び山田緑地で環境セミナーを
実施。カブトムシが幼虫から成虫になるまでの飼育。虫かごの製作。公園内
のゴミ拾い。子どもたちの環境に関する絵画展示や作文発表。

北九州市小倉北区

2
北九州市立曽根東小学校PTA「エ
ンジョイスクール運営協議会」

曽根東小学校エンジョイスクール
１９年４月～２０年３月・・曽根東小学校や曽根干潟等で太鼓教室、科学体験
教室、自然教室、ものづくり教室等を実施。

北九州市小倉南区

3 横代校区青少年育成協議会
３大陸少年ソフトボール大会
１９年７月２８日～２９日・・九州、四国、中国地方から約１，０００名の子どもた
ちが参加してソフトボールの交流試合を行う。

北九州市小倉南区

4
特定非営利活動法人
循環生活研究所

コンポストを使った環境学習
１９年４月～２０年２月・・子どもたち自身でダンボールコンポストを使って堆肥
づくりをする。また、その堆肥を使って農体験（野菜作り・ガーデニング）や微
生物学習等を行う

福岡市東区

5 九州産業大学（美術館）

小さな芸術家になろう
１９年７月２９日・２０年２月２３日・・パソコンを使ってデザイン案をつくる「T
シャツづくり」、染色液を使っての「絞り染め」、版画工房を使用しての「銅板
画」等の制作をする。

福岡市東区

6
特定非営利活動法人
教育オンブズマン

赤煉瓦館de寺子屋
１９年４月～２０年３月・・各回で１人の（野口英世、エジソン、二宮金次郎、ア
インシュタイン等）偉人をとりあげた講師の講義を受けた後、ディスカッション
を行い、偉人に対する理解を深める。

福岡市博多区

7 福岡海浜スポーツ振興協会

海と風の学校
１９年７月～９月・・愛宕浜海浜公園、志摩町福の浦海岸でウインドサーフイ
ンやシーカヤックを体験学習する。鹿児島県甑島では本島と甑島間の横断
レースに参加。

福岡市南区

8
西新チルドレンズミュージアム実行
委員会

高取チルドレンズミュージアム
１９年５月・・青空体験・・科学や自然現象の不思議さ発見（機械の分解・生き
物の観察）、子どもアトリエ・・身近な素材を使った自由な造形遊び（光る団子
づくり等）他。

福岡市早良区

9 西区子ども会育成連合会
地域ぐるみで子どもを育てよう「’地域づくりはリーダーづくり’０７」
１９年９月２３日～２４日・・「地域のリーダーになろう」子ども一泊研修を実施。
スポーツ交流、クラフト工作、野外調理、キャンプファイヤー等を行う。

福岡市西区

● １９年度（前期）助成団体及び活動

　海外事業

　国内事業



10 福岡県立久留米聾学校
サイレントワールド
１９年５月～２０年３月・・絵本の読み聞かせやゲーム、漢字学習、サッカー、
料理教室、演劇、手話落語等を実施。

久留米市

11
特定非営利活動法人
シティーウインズ久留米市民吹奏
楽団

City Windsと一緒に吹奏楽三昧
１９年１２月・２０年３月・・子どもたちが楽器ごとに分かれて久留米市民吹奏
楽団のメンバーと一緒に練習し、その後、専門家の指導を受け、２回のコン
サートで吹奏楽を発表する。

久留米市

12 ハンドベル「ゆりの会」

音楽と地域体験活動を生かした交流会
１９年８月１８日・・地域の子どもたちとインドネシアの留学生が音楽活動を通
して、それぞれの国の習慣や文化の違いなどを学習する。

柳川市

13 かすがに冒険遊び場をつくろう会
みんなの冒険遊び場「外で遊ぼうinプレーパーク」
１９年４月～２０年３月・・大谷ふれあい公園で、泥遊び、木工、草スキー、
キックベース陣取り、穴掘りなどを行う。

春日市

14
特定非営利活動法人
劇団道化

小学生の表現・創造活動
７月２１日～２４日・・劇団道化の劇団員による日用品を使った表現活動を鑑
賞し、その後、子どもたちがグループごとに話を創り、道具を使って表現す
る。

太宰府市

15 社団法人　大川青年会議所

２００７未来人スクール
１９年９月１５日～１７日・・背振少年自然の家で自炊体験（買い出し・炊飯・調
理・後かたづけ）やウォークラリーを体験するとともに、大川市の伝統工芸
「組子細工」の作り方を学ぶ。

大川市

16 飯塚市少年の船実行委員会

飯塚市少年の船記念事業（沖縄芸能一団との交流事業）
１９年４月１日・・１市４町が合併して新しく発足した新飯塚市の子どもたちを
中心に沖縄文化と筑豊文化（エイサー、琉球舞踊、炭坑節競演等）の交流を
図る。

飯塚市

No. 助成団体名 活動名 所在市区町村

1
特定非営利活動法人　箱崎自由
学舎　ESPERANZA

マレーシアの子どもたちとともに体感する自然体験及び仕事体験による自分
発見研修・・２０年３月２１日（金）～２８日（金）発展途上国の同世代の若者と
の交流（仕事体験及び自然体験）を通して、「家族の大切さ」「人間のあり方」
「豊かさとは何か」などを実感し、考え、国際感覚を養う基礎を作る。

福岡市東区

No. 助成団体名 活動名 所在市区町村

1 金山小ＰＴＡあおぞらの会

第８回福岡市おやじサミットinかなやま
１９年１１月１８日（日）・・子どもたちを取り巻く環境の変化に対し、父親と子ど
も達が一堂に会し、意見交換を行うことで、子育てへの関心を高め、父親の
立場、役割を再認識できるようにする。

福岡市城南区

2
特定非営利活動法人
環境創造舎

夢探し・夢実現ワークショップ
１９年１２月１日（土）～２日（日）・・自らの夢を自らで探し、自らの力でそれを
実現するための意識とスキルを身につける。

福岡市東区

3 新宮町民劇団「ことだま」
舞台公演「人丸姫物語」
２０年３月２３日（日）・・自ら成長する力を育むため、演劇を通して、表現する
ことの楽しさや創造性を追求することのおもしろさ、大切さを体験させる。

宗像市

4 みくにっこ劇団Rainbow-kids
演劇公演活動
２０年３月２２日（土）～２３日（日）・・舞台に立って表現することで、子どもたち
が自信を持って自分を表現することを目的とする。

小郡市

5 児童劇団カリン座
児童劇団カリン座創立２０周年記念１２月公演「博多ん昔話～彼是～」
１９年１２月２４日（月）・・福岡県内の地域文化の継承と再認識をし、次世代
に伝えることを目的とする。

福岡市博多区

6 周船寺公民館少年剣道教室
創立３０周年記念周船寺公民館少年親善剣道大会
１９年１２月２日（日）・・剣道の試合を通して、礼節を学び、己に打ち勝つ強い
精神力、相手を思いやる豊かな心を養うことを目的とする。

福岡市西区

7 立花町立白木小学校
白木の秋の収穫祭
１９年１１月２５日（日）・・地域イベントを通じて、学校、広場、地域住民が一体
となって子どもの育成を図る。

八女郡立花町

8 はかたのもんフェスタ実行委員会

はかたのもんフェスタ
１９年１０月３０日（火）・・地域と幼児、児童、生徒のふれあいを通して、コミュ
ニケーション意識の高揚を図るとともに、博多の伝統文化と博多の心を受け
継ぐ後継者の育成を目的とする。

福岡市博多区

9 児童劇団つばさ

小学生による環境保全運動ミュージカル第２２回定期公演「天の川ミルキー
ウエイ鉄道と黄金のどんぐり」
２０年３月２日（日）・・劇団活動を通じ、お互いを思いやり、認め、努力しなが
ら健全なる精神と肉体の育成を図る。

小郡市

● １９年度（後期）助成団体及び活動

　海外事業

　国内事業



10 朝倉市青少年育成市民会議

朝倉市青少年の集いinあさくら
１９年１２月９日（日）・・子どもたちの手による子どもたちのための集いを行う
ことで、子どもが健全に育つということを、子どもたち自身の問題として考えて
もらう。

朝倉市

11 北九州市スポーツチャンバラ協会

第９回北九州市スポーツチャンバラ選手権大会
１９年１１月１８日（日）・・スポーツチャンバラを通じて、スポーツマンシップ
や、勝ち負けにこだわらない潔さを身につけることにより、青少年の健全な育
成を図ることを目的とする。

北九州市門司区

12 遠賀町青少年育成町民会議

水辺の広場の再生　ほたるを飛ばそう
１９年１０月～２０年３月・・環境浄化の指標である「ほたる」の飼育に取り組
み、子どもたちに卵のふ化から産卵までの命の循環を一環して体験してもら
う。

遠賀郡遠賀町

13
福岡県南部小学生駅伝くろぎ大会
実行委員会

福岡県南部小学生くろぎ大会
１９年１２月２日（日）・・技能の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚を図り、
心身ともに健康な少年を育成するとともに小学生、スポーツ少年団相互の親
睦を図る。

八女郡黒木町

14 愛宕幼稚園

わくわくさん「作ってあそぼう」「竹ご飯に挑戦」
１９年１１月１１日（日）・２０年３月１日（土）・・幼稚園の活動を地域の人に知っ
てもらうことを目的として、休園日に園の施設を開放し、園児やその家族に限
定せず、子どもたちに遊びを伝える場とする。

飯塚市

15 大野城市青年団体連絡協議会

少年の船３０周年記念式典・子ども文化交流事業
１９年１２月８日（土）～９日（日）・・今年度３０周年を迎える少年の船で、事業
開始当初から交流を深めてきた沖縄県浦添市の子どもたちを大野城市に招
き、大野城市の子どもたちとの交流を深める。

大野城市

16 福岡県女子体育連盟

第４３回創作ダンス研究発表会
２０年２月２日（土）・・「育てよう！感性（豊かな心）、創造（新しいものを作り出
す力）、表現（自己表現）」のテーマのもと、日ごろの活動の成果を発表しあ
う。

北九州市戸畑区


