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団体活動概要

代表者名

メール

FAX番号

Webサイト ・ ブログ等

連絡先

㊓ 団体名

電話番号

㊓ このアイコンがついている団体は

社会福祉協議会の登録団体です。

※代表者名、 連絡先が非公開の団体は

☆印になっています。

「☆」 と表記されている団体への連絡は

太宰府市NPO ・ ボランティア支援センター

うめさろんまでお問い合わせください。

※本一覧表では特定非営利活動法人を

「NPO 法人」 に統一して表記しています。
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①施設管理運営・公共空間のマネジメント

②様々な機関・団体間の連携強化及び活動支援

③地域イノベーションの推進及び普及

④各種イベントの開催

⑤防災に関する人材育成及び情報の提供

⑥Webサイトの制作・運用代行、等

一般社団法人セブンツールズ

髙橋 龍矢

太宰府市国分 5-13-28

info@seventools.or.jp

☆

https://seventools.or.jp/

暮らしに関するお困りごとをワンストップで対応し、

相談員が最後までお手伝いします。

司法書士や弁護士など、あらゆる専門家と連携しており

ます。

お気軽にご相談ください。

一般社団法人

片山 順一

augh49067@gmail.com

092-925-6782 092-408-9722

https://dazaifu-akiya.com/

太宰府市空家予防推進協議会

☆

暮らしの中の身近な疑問「なぜ？」を糸口に住むまちの

ことを知り、語り合う団体です。

子育て、教育、市の仕組み、人権等ちょっと難しいと遠

目で見ていたことを、若い世代も楽しく学べる場を作り

ます。

ゆるーく活動しています。メンバー募集中。

永江 奈津子 ・ 芳野 絵理佳

katatte.tsunaide.dazaifu@gmail.com

070-8379-8655（芳野）

https://katatte-tsunaide.jimdosite.com/

☆

かたって、 つないで

部落差別をはじめとするあらゆる差別事象からの解放

をめざす「同和」教育の正しい認識と実践について、研

究を推進する。

西村 周治

092-921-3667

太宰府市教育委員会社会教育課内

太宰府市 「同和」 教育研究協議会

092-９21-2121
内線
451
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☆

１． まちづくり



セラピューティックケアは、英国赤十字社が考案した、

首や肩、手や脚などを洋服の上から優しくなで、手のぬ

くもりで心身を癒すケア法です。

当協会は英国赤十字社公認団体として、当ケアを通じ

てボランティア活動や子育て支援、被災者支援等を行っ

ています。

城戸 由香里

太宰府市五条２-6-1-202

info@therapy-care.net

https://therapy-care.net/

長い老後の安心できる生活の為に、家族信託を活用す

ることを提案しています。遺言は自分が死んだ後のこと

です。成年後見制度も問題が多い制度であることが批

判されています。生きている時に、真に役立つ制度、そ

れが家族信託です。

NPO 法人

伊原 光治

info@yuigonsoudan.net

092-714-1755 092-986-1866

http://yuigonsoudan.net/

だざいふソーシャルクリエイション

福岡市中央区大名1-8-2(1階)

身体、知的、精神の3障がいを持つ市内在住の方々が、

相互交流とともに創作的活動、生産活動を行い、社会と

の交流により自立した日常生活が送れるよう楽しく活

動しています。梅みそ製造、資源回収、ダンボールコン

ポスト普及活動など。ボランティアさん大歓迎。

森口 忠彦

d-shogai-npo@asu-luck.com

092-925-8899

http://asuluck.blog.fc2.com/

太宰府市通古賀197-3 太宰府市スポーツ振興事務所1階

高齢者などの生活支援や若者のキャリアアップ支援な

どの事業を通して、老年・壮年・青年の繋がりのあるコミ

ュニティの再建を目的として活動しています。

前田 和範

info@dazaifu-sc.or.jp

092-928-0123

太宰府市朱雀4-4-6-103

NPO 法人 相続 ・ 遺言サポートセンター

092-928-0123

認定 NPO 法人

日本セラピューティック・ケア協会

092-928-1546 092-555-9401

NPO 法人 太宰府障害者団体協議会

（あす ・ ラック工房）

NPO 法人

太宰府ボランティアネットワーク

太宰府近郊の高齢者・障がい者などに対し日常生活支

援・健康づくり（心と体）パソコン・スマホ指導を行うと共

に地域文化の資源（資産）の活用に関する企画及びイベ

ントの開催。人と人が繋がる場づくりを展開する。

吉田 久美子

dazaifu.boramirai@gmail.com

092-408-6451

太宰府市五条4-11-15 新崎アパート210号室

092-408-6451

２． 福祉 ・ 健康
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私たちは、福祉社会の未来を見据え、福祉に関心のある

市民、大学生、高齢者を抱える家族や元気な高齢者、支

援を要する住民が、健康で質の高い生活ができるよう、

福祉の進んだ社会環境を整える事業を行い、もって社

会貢献することを目的とします。

森口 忠彦

太宰府市水城５-3-3

morimori326-t@bb.csf.ne.jp

https://npo-fan.localinfo.jp/

高齢者の健康づくり、仲間づくりの一環としてソフトダ

ーツの普及活動を行っております。

公民館や各種高齢者団体等の依頼による体験会の実

施、ダーツを通じて地域交流事業の実施及び当法人主

催のダーツ大会を開催しております。

行政書士グループ

太田 剛 ・ 安永 昌純

darts-fukuoka@csf.ne.jp

092-775-9173 092-776-0429

http://darts-fukuoka.jpn.org/wp/

ちくしふれあいライフサポート

太宰府市通古賀2-7-15

高齢者の支援とそば屋営業の主に2つの活動をしてい

ます。 

「終活は自分らしく生きていくための備え」であり、おひ

とりお一人に寄添い具体的課題の解決に向けた支援を

行います。そば店では１４時～１７時に無料相談会を実

施しています。

森田 利七

☆

092-985-9794

太宰府市五条3-1-1

高齢者や障がい者のお悩みごとの法務相談。

遺言、相続、成年後見など。地域活動として毎月一回、

いきいき情報センター等で「暮らしの悩み無料相談会」

を実施。

また、ご依頼により、公民館等に出かけて「老いじたく

講座」や相談会も行っています。

古杉 昻一

k_furusugi_gyousei@yahoo.co.jp

092-928-0408

太宰府市長浦台4-8-11

NPO 法人　福岡県ダーツ協会

092-928-0408

092-928-1395 092-928-1395

知的障がい者とその家族、支援者の団体。施設見学や

ミニ勉強会等で障がいを理解する機会を作る。

地域のゆるやかなつながりを作るエ・コラボカフェ

（地域サロン）は、コロナ禍において当面自粛中。

☆

twos173_2@yahoo.co.jp

☆

090-3320-2935

いつでも、誰でも、気軽にスポーツを楽しむ総合型地域

スポーツクラブです。

硬式テニス、グラウンドゴルフ、ソフトボール、サッカー、

卓球、ソフトバレーボール、バドミントンを学校、梅林公

園で楽しんでいます。

橋本 隆

dazaifuyokaclub@yahoo.co.jp

092-925-4031 092-925-4031

太宰府市五条4-9-1 (太宰府市立太宰府中学校内)

NPO 法人 太宰府よか倶楽部 NPO 法人 福岡あんしん生活ネット

一般社団法人 終活支援ネットワーク

092-985-9794

協働わーくす エ ・ コラボ

http://ecopisu.blog102.fc2.com/
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健康スポーツダーツを通じて元気づくり仲間づくりを

行い健康寿命を伸ばし楽しい人生を過ごしてもらう。

他に月１度の清掃活動も実施している（希望者）

松本 信夫

太宰府市向佐野１-2-10

現在１４名の40代～７０代のメンバーにて活動していま

す。エプロンやマスク、牛乳パックいすなどを作成したり

社会福祉協議会や福祉センターには、車いすやレクリエ

ーション道具、座布団など寄贈させていただきました。

心を込めて作成しています。

米倉 美音子

☆

☆

高齢者の介護予防、引きこもり予防、認知症発症の予防

のため、月２回、ちぎり絵の製作をします。ボランティア

活動を希望されている方も一緒に活動をし、製作して

いただきます。

山田 洋美

092-923-3230

太宰府市白川2-10 (太宰府市社会福祉協議会)

福祉施設への傾聴ボランティア（月１～2回）

個人宅傾聴訪問（毎週）

傾聴カフェ（月１回）社協(ボランティア室)

ホームページによる情報発信

正木 哲真

twig2758@gmail.com

筑紫野市吉木2411-2

㊓ 手芸ボランティア あいの会

092-555-8285

092-921-0848 092-921-0848

広報だざいふ、議会だより、社協だより「ふくしのひろば」

を、視覚障がい者向けに朗読・録音し、CDやテープにダ

ビングして、登録者にお渡ししている。

☆

太宰府市白川2-10 (太宰府市社会福祉協議会)

健康講座、郊外学習、小物づくり、体操等を月に2回程

行い、７０歳以上の方を対象に健康を目的とした、楽し

く安らぎのある場所づくりを目指した活動をしていま

す。

衛藤 恵子

☆ ☆

☆

国分語らいの部屋 宰都 ・ 健楽会

㊓ シルバーサロンちぎり絵

092-923-0578

㊓ 太宰府市声のボランティアグループ㊓ 太宰府市傾聴ボランティア 「ロバの耳」

社協

http://robanomimi.main.jp/

092-923-3230 社協 092-923-0578
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・出会いの広場、人権まつり等のイベントの参加

・小学校総合学習の補佐

・児童福祉講座等の手話通訳

・毎週月曜(19：00～21：00)と

 火曜(１３：００～15：00)の定例会

樋口 軍時

太宰府市御笠４-１-14

聴こえに不自由さがあっても、手話で話せる人は少数。

コミュニケーションで困っている。難聴・中途失聴の方へ

文字で支援。身近で利用できるホワイトボード作りや、

啓発活動などに取り組んでいます。

楊井 はるみ

太宰府市白川2-10 (太宰府市社会福祉協議会)

福祉施設へ通われている方へバースデーカードを描い

てお渡ししています。受け取られる方の事を思いながら

季節の花などを題材に一枚一枚ていねいに描いていま

す。

柳澤 保子

092-923-3230

太宰府市白川2-10 (太宰府市社会福祉協議会)

２０１７年に結成したクラシックギターアンサンブルで、

筑紫野、太宰府、春日、大野城その他近郊でのボランテ

ィア演奏を行っています。地域のコミュニティやサーク

ル活動のイベントの合間などで生演奏をしています。

豊福　静子

andante_sasaki@yahoo.co.jp （佐々木）

太宰府市梅香苑4-20-2

㊓ 太宰府要約筆記の会 「ちくし」

092-925-9251

092-922-4640 092-922-4640

笑って元気な人を増やす活動をしています。

笑うことで健康効果を実感して、認知症予防、一人で

100才まで生きぬく力をつけましょう‼

初心者大歓迎です。楽しい健康体操で笑顔美人になりま

せんか‼お待ちしてます‼

福岡 かおり

太宰府市青葉台

「私達の健康は、私達の手で」をスローガンに、食生活を

正していくための活動をしています。生活習慣病になら

ないため、塩分、糖分、油分等、ちょっとした意識改革に

よっていつまでも健康な身体を維持していきましょう。

コロナ禍の今こそ食生活の見直しを、共にしませんか？

松下 千恵子

092-928-2000 092-920-7143

太宰府市五条3-1-1 （いきいき情報センター1階）

太宰府市食生活改善推進会 ㊓ 太宰府手話の会

㊓ ひまわりクラブ

092-923-0578

㊓ 福かお 笑いヨガクラブ㊓  peu a peu

社協

090-6264-5098

☆

092-923-3230 092-923-0578社協

092-925-9251

dazaifuwaraiyoga@gmail.com

プウ　ア　プウ
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地域の食育教育を推進する団体です。食に関する様々

な講習会を行っています。地域の方々で、高校の設備を

利用した食品製造の講習会を希望する団体があれば気

軽にご連絡ください。

伊東 風花

092-924-5031

太宰府市大佐野250 (福岡県立福岡農業高校内)

太宰府市ファミリーサポート事業を受託。小学校入学説

明会、入学式、卒業式無償託児。保健センター、母子保

健事業、リフレッシュ託児、個人、出張託児など子育ての

応援をしています。困った時、どうぞお電話ください。

藤本 史子

☆

太宰府市五条2-23-28-101

092-401-3558

1.医療・福祉事業

　①訪問看護 ②居宅介護 ③児童デイサービス

　④医療的ケア児等コーディネート

2.まちづくり事業

　①アンテナ・チャレンジショップ等による地域活性

　②人的アシストによる生活循環や交流促進

日比生 健

太宰府市五条4-2-5

リハビリ訓練　機能訓練　(20代～70代)

子供の絵画教室　童話童謡　絵芝居作成

佐藤 龍

080-5219-7834 092-924-7834

太宰府市青葉台3-14-5

㊓ 福祉サポート 『DD クラブ』

NPO 法人 Eating Love Circle

092-928-0740

NPO 法人 ひびお

NPO 法人 子育てサポート ぽぴんず

092-921-2921

092-401-3558

info@hibio.or.jp

イーティング　ラブ　サークル

oono-r@fku.ed.jp

092-921-2912

http://hibio.or.jp/

３． 子ども ・ 青少年
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青葉台アンビシャス広場は１７年目を迎えました。

毎週金土の午後３時～５時まで開所。

小1～6年までの子供達が公民館にてドッチボールや大

縄跳びなどの外遊び、館内では卓球・ケン玉・皿回しな

ど昔遊びを楽しんでいる。見守りする人を募集。

梅田 幸夫

080-5099-2181 ☆

太宰府市青葉台4-7-1

青葉台アンビシャス広場



青葉台公民館隣の建物で毎週土曜日１５時半から１７時

まで開館しています。

子ども向けの本や大人向けの新刊も購入しています。

夏の七夕会、冬のお楽しみ会等、子供達のハンドベル演

奏、会員による人形劇等で楽しく活動しています。

岩元 和子

太宰府市青葉台４-7-1

早産や病気などで小さく産まれNICUでがんばった

(がんばっている)お子さんとそのご家族のための会

です。交流会や学習会などを行っています。コロナ禍の

現在、リモートでの活動が中心になっています。

登山 万佐子

☆

太宰府市民図書館・保育園を中心に「お話し会」を行っ

ています。また子育て支援の活動に参加したり、市の行

事にも参加しています。行事の時は手話通訳もあるの

で耳の不自由な方もどうぞ！

月1回自分たちの勉強会を開き、情報交換を行っていま

す。

豊福 静子

092-925-9251

太宰府市梅香苑4-20-2

不登校支援として、訪問カウンセリングとフリースクー

ルの運営をしています。生きるためには「楽しい」ことを

見つけるのが1番！様々な道の「達人」に教えていただ

きながら「生きる希望」を見つけてもらえたら幸いです。

永野 マミ

colorful.happyfull@gmail.com

春日市須玖北5-155(春日まちづくり支援センターぶどうの庭2階)

Nっ子ネットワーク　カンガルーの親子

080-4313-9001

092-922-4886 092-572-5854

2001年に国分小校区の子どもたちの居場所として開

設しました。毎週土曜日午前中に囲碁教室、13時半か

ら16時半まで遊びを見守っています。また、ちびっ子指

導員がこま回しの指導で各地に出かけ活躍しています。

門田 直樹

太宰府市国分5-8-35

青葉台文庫

絵本クラブ　いないいないばあ

092-925-9251

国分アンビシャス広場

㊓  ColorFul-HappyFull

092-923-2205 092-986-8876

ambitious@f-icq.com

カラフル　ハピフル

kangaroo2007oyako@gmail.com

http://n-kan-oyako.moo.jp/

https://colorful-happyfull.amebaownd.com/

http://www.f-icq.com/ambitious/
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様々な環境のこども達と地域の方が食を通じて楽しく

交流できる「太宰府こどもふれあい広場」を年4回程共

催。コロナ禍以降、企業からの食材寄付「フードパントリ

ー」をひとり親世帯に届ける活動も月1で継続中。

森 悦子

090-7923-4033

太宰府市五条5-15-11

こどもみらい

d.kodomomirai@gmail.com

https://www.facebook.com/d.kodomomirai/



子どもたちと関わるボランティア活動を主に行ってい

る筑紫女学園大学のサークルです。太宰府市の公民館

で季節に合わせた制作活動を行い、子どもたちと一緒

に遊んだり、地域のイベントで子どもたちが遊べる場を

作ったりしています。

渡邉 晴香

21年3月より、開催会場をプラム・カルコア太宰府２階

研修室に変更し、こども食堂の形態からフードパントリ

ーに切り替え実施しています。現在はフードパントリー

に加え、手作り弁当の配布も行っています。

松永 栄人

太宰府市観世音寺1-14-1

絵本・お話・わらべうた等を中心としたおはなし会を行

っている。毎月1回定例会をし、打ち合わせ、学習会をし

ている。出前おはなし会、市民図書館にて季節のおはな

し会等実施している。

八尋 理恵

092-922-3932

☆

人としての根っこを育む子ども時代にこそ、豊かな感性

を育てる舞台芸術や自主性・創造性を育てる体験に出

会うことが大切です。これらの機会を創り続け、子ども

から大人までの温かいつながりを太宰府にと願って４２

年間活動してきています。

☆

dazaifu-ko-geki@kcd.biglobe.ne.jp

太宰府市朱雀6-5-18 創建ビル101

太宰府いきいきこども食堂

092-924-7603

092-925-9578

昨今のコロナ禍により、食事の提供をいったん中止し、

フードパントリー型を実施しながら「どうですか、元気に

してますか。」と対話を大切にしています。早く元のよう

に子ども達が食を通して集えるように日々模索しなが

ら取り組んでいます。

☆

☆

㊓ ストーリーハウス

太宰府おはなし会

092-922-3932

太宰府子ども食堂　たべりば

太宰府子ども劇場

☆

http://www7b.biglobe.ne.jp/~dazaifu-ko-geki/

太宰府市石坂2-12-1 (筑紫女学園大学実習支援センター内)

c-jisshu@chikushi-u.ac.jp

092-922-7763
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092-924-7603

092-922-7763

会は、子ども達に本の楽しさを伝えるために、より良い

読書環境づくりを各団体と協力して行っている。

また、図書館と協力して、七夕まつりなどのおはなし会

にも参加。各学校の読書ボランティアの活動も支援して

いる。

太宰府市子ども文庫 ・

中村 優子

092-921-2576

読書サークル連絡協議会

☆

092-921-2576



ゆるボラポーレ

青少年の健全育成に関する事業。

太宰府市青少年育成市民の会

小栁 道枝

市内在住の中学生と高校生によるボランティア団体で、

今年で設立39年を迎えます。各子ども会活動の協力、

夏季キャンプの主催、地震・豪雨などの災害の街頭募金

活動などを通して、自己研鑽を目指しています。

宮原 勝美

092-921-3667

地域の公民館などにて①子どもへのよみきかせ

②年に1回、12月に人形劇などのおたのしみ会

太宰府市民図書館にて①年に2回、ひよこのおはなし会

②七夕まつり、ハロウィンのおはなし会へ参加、など。

コロナにより、なかなか思うように活動できませんが、

少しずつ前を向いて、動いていきたいと思います。

桃江 喜和子

☆

太宰府市水城6-18-11 （水城ヶ丘公民館内）

毎月第1・3水曜日にゆめふうせん文庫(文庫活動）を都

府楼公民館で行い、本の貸出、読み聞かせ、わらべうた

をしています。赤ちゃんから大人の方まで地域の方々と

「みんないっしょに」育ち合っていける居場所づくりが目

標です。

中村 優子

092-921-2576

太宰府市都府楼南3-4-1 （都府楼公民館内）

092-921-2576

092-９21-2121
内線
453 092-921-3667

太宰府ジュニアリーダーズクラブ

太宰府市教育委員会社会教育課内

092-９21-2121
内線
452

みんな ・いっしょに ・はみんぐ

都府楼 「ゆめふうせん文庫」

子育ての合間に先生として活躍してもらうため、趣味・

特技を生かした講座や親子イベント開催♪

テーマは「ゆるり」。乳幼児・学生・高齢者といった多世

代交流を目指します。さらに今年度はSDGｓな活動に

取り組みます♬

音成 直子

notonari@gmail.com

https://www.instagram.com/yuru_vola/

☆

☆
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太宰府市教育委員会社会教育課内

太宰府西小学校の子供達を対象に、火曜日と土曜日に

公民館を開放して“アンビシャス広場”を開いています。

季節の行事やそろばん教室を行い、地域の大人とも交

流しながら、子供達の居場所づくりを行っています。

☆

☆

太宰府市大佐野6-26-12 （つつじヶ丘公民館内）

つつじヶ丘フレンズクラブ

(つつじヶ丘アンビシャス広場 )
文庫おおきなかぶ

☆

☆



おおさの川を愛する会

太宰府市内の文化財保護地域の荒廃した森林(主に竹

林)を保護する活動を行い、市民が親しめるような里山

にすることが目的です。

NPO 法人　古都大宰府の風を育む会

石橋 清美

水圏環境に関わる

①研究、実験施設の設計造成及び貸与事業

②データベースの構築及び情報公開事業

③学会、シンポジウム、研究会、講演会、イベントの開催

若しくは開催の支援事業　等

島谷 幸宏

092-924-5228

生物多様性の重要性、価値を理解してもらい、さらには

自然環境保全や環境問題などに取り組むことのできる

人材を育成しています。

キーワード：環境教育、生物多様性、森づくり

　　　　　　　　自然体験活動

岩熊 志保

092-922-1029

太宰府市国分5-23-32

「政庁跡周辺と市民の森」「御笠川遊歩道」の美化活動を

毎月第３土曜日に行っています。

☆

092-921-3878

太宰府市大字大佐野30-1（公社）太宰府市シルバー人材センター内

太宰府市青山4-26-2

092-921-2359 092-921-2359

NPO 法人 水圏環境研究所

太宰府市大字内山1098-1

092-921-7150

( 公社 ) 太宰府市シルバー人材センター

ボランティア班 「里山を守る会」

西校区を流れる大佐野川を地域住民及び西小・西中・福

農高校のボランティア等と、春秋の年２回川掃除や川岸

に菜の花、マリーゴールド、コスモス等を植え、道行く人

に楽しんでもらい、環境美化推進と地域交流に取り組ん

でいる。

大田 嘉昭

☆

☆

jonn.isibasi@sd5.so-net.ne.jp

https://dazaifu-kazekai.org/

miyahara@kminato.com

一般社団法人 まほろば自然学校

s2_iwaiwa@csf.ne.jp

https://www.facebook.com/mahorobird2005/

092-922-1029

４． 環境
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092-921-4222



月山の会

めまぐるしく変化する社会の中で、かしこい消費者にな

るため、学習会、見学会などを行い、地域と共に活動。

秋の文化祭では、消費生活相談、廃油石けんつくりも行

っています。共に相談しあえる仲間づくりを‼

会員さん募集しています。

太宰府市消費者の会

國廣 れい子

御笠川を以前のような豊かな川に甦らせたいという活

動を通し、環境問題や自らの生き方を問い直そうと活

動。春秋年２回の御笠川クリーンデイ（川掃除）、夏の生

き物探検隊（水辺教室）、冬の川沿いでの野鳥観察会。

大隈 和子

史跡地を多く抱える観光地“太宰府”を訪れる方々に、

美しい街をみていただきたいという思いから、市内の

有志団体が加入し、史跡地や公園等にて、毎月定期的に

清掃活動を実施しています。

☆

太宰府市白川2-10 (太宰府市社会福祉協議会)

地域猫活動を知ってもらい、人と地域猫の共生のあり

方を考えていく機会を作りたいと考えています。

吉田 秀美

☆

☆

太宰府市青葉台

092-921-1883 092-921-1883

太宰府水から川る会

☆

☆

地域猫との共生を考える会

にゃんこふれんず太宰府

大宰府政庁跡東側丘陵(月山)やその周辺の竹林森林の

手入れをしながら、史跡地における市民参加型の森林

保全活動を行っています。

☆

太宰府市都市計画課内

kuni_015@hotmail.com

㊓ 太宰府を美しくする友の会

石垣島白保では、農地からの赤土流出防止のために月

桃のグリーンベルトの植え付けに取り組んでいます。

協力農家を応援するため、私たちは月桃を原料とする

石けんやその他商品の開発から販売を行い、売り上げ

の一部を還元しています。

☆

太宰府市石坂2-12-1 （筑紫女学園大学内）

☆

☆

https://instagram.com/cj_coral_reef/

092-923-3230 092-923-0578社協

☆

092-９21-2121
内線
424
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Cプロジェクト
（石垣島サンゴ礁保全研究会）

☆



会名の由来は、江戸初期、宝満山の復興に邁進した山伏

「平石坊弘有」によります。弘有は宝満山の縁起を編集

し、山林保全の筋道をつけ、山の祭事の復興を果たし、

宝満山1000年祭を執行した人物です。私たちはそれ

ぞれの立場から弘有を顕彰しつつ弘有の志を受け継ぐ

活動をしていきたいと思っています。

☆

☆

http://homanzankouyu.sunhouse.in/

「ふれあい～人・自然・歴史～」をコンセプトに、お客様と

一緒に楽しむまち歩きコースをメンバーが企画。

①春と秋に開催するガイド付きまち歩き

②新魅力発見プレミアムな「ぷち旅太宰府」

③団体コース(5名様以上)も受付中

島松 尚宏

080-6446-3905

https://arukanne.org/

☆

日本遺産認定の当地が古代の西の都太宰府である事

を糧とし、アフターコロナの観光を考えた文化運営を

企画。太宰府の各団体を繋ぎ、令和の里の新たな魅力

が一つの核となり対外的に発信できる様、その調和協

力に尽力。文化観光の太宰府の街づくりを目指します。

高瀬 昭登

092-925-7507(今村)

太宰府市通古賀1-4-1 (今村)

090-8394-6562(今村)

FFFとはスウェーデンのグレタ・トゥンベリさんが、気候

変動の対策の遅れに対して始めた活動です。太宰府で

も高校生・大学生のメンバーで、市民のみなさんに気候

変動について関心を持ってもらえるよう気候アクション

をしたり行政へ対策を求めたりしています。

☆

dazaifu.fridaysforfuture@gmail.com

Fridays For Future Dazaifu
フライデイズ　フォー　フューチャー　ダザイフ

宝満山弘有の会

https://www.instagram.com/fridaysforfuturedazaifu/

NPO 法人 歩かんね太宰府

092-918-3644

西の都太宰府茶論推進協議会

５． 観光
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九州国立博物館と地域の“かけはし”となり、

まちづくり・ひとづくりを目的に活動する団体です。

九州国立博物館内外の美化活動や九博デー(講演会や

ワークショップ等)、ふるさとセミナーの主催、古都の光

等各種イベントへの協力を行っています。

川添 廣志

太宰府市御笠５-3-1

気楽に参加できる芸術活動やワークショップを提案・開

催し、アートのすばらしさや楽しさを広めると共に、孤立

せず人と出会い交流することで地域の絆を作り、活性化

し、誰もが安心して暮らせるあたたかなまちづくりを目

指しています。

牟田 佳子

太宰府市宰府1-3-13-202

アート活動を行う方の作品を、より多くの方にふれて頂

く活動をしています。作品にふれて頂く事で創造する事

の楽しさや素晴らしさが伝わるエネルギーとなり、出会

ったお一人お一人の豊かな感性を育むお手伝いをしま

す。

中村 幸代

080-6441-9681

太宰府市高雄6-11-10

社会参加を目的として、伝統芸能であるかっぽれを通し

て、地域のボランティア、どんたく、神社の春・秋祭り、お

祝い事に参加しています。

安部 小夜子

太宰府市国分4-1-19

NPO 法人 太宰府アートのたね

090-5482-4020

092-408-3062

紙飛行機を作り、皆で飛ばして楽しむクラブです。

基礎から教えますので是非参加してみませんか！

ボランティア活動として、子ども紙飛行機教室を毎年開

催。小学校、子ども会等での教室開催のご要望もお受け

致します。

松下 弘二

☆

NPO 法人 九州国立博物館を愛する会

太宰府紙飛行機クラブ

090-9607-9402

kyuhaku@aisurukai.net

092-921-3048 092-921-3048

hi_matsushita@onj.csf.ne.jp

https://aisurukai.net/

harunon@har.bbig.jp

http://dazaifu-artnotane.com/

usagimsua114@gmail.com

㊓ 櫻川流 江戸芸かっぽれ

６． 文化 ・ 芸術 ・ スポーツ
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092-408-3062

アートの絆 LOVE＆PICE
ラブ　アンド　パイス



当団体は太宰府を拠点とする茶道家ならびに茶道愛好

家の有志によって構成されており、太宰府市民茶会の

開催、公的茶席の設営、茶道についての学習会・講演会

の企画、茶道体験講座の実施などを中心として活動致

しております。

太宰府茶道文化連盟

名和 登茂子

太宰府市観世音寺２-1-1 ( 三十三茶屋内 事務局 )

☆

092-923-5511

https://www.facebook.com/dsbr.official/

「生演奏の素晴らしさを伝えよう！」がモットーの市民

楽団です。夏と冬、年２回のプラム・カルコア太宰府での

コンサートを中心に、太宰府市からの演奏依頼を受けた

り、元気に楽しく活動しています。

秋吉 克博

ｈｔｔｐ： //www.dazaifuband.net/

太宰府市宰都1-5-1-602 (飯田)

Sing For Life“命のために歌おう！”

ゴスペルを通して様々なジャンルの歌を命のための

メッセージと共にお届けします。

月３回月曜日にゴスペルワークショップで練習して

います。メンバー大募集中です。

池田 祥子

singforlife_dazaifu@yahoo.co.jp

https://www.soulmatics.com/

☆

太宰府にゆかりのある能楽の曲の上演を目指す団体で

す。能楽を通して豊かな生活を送りましょう。

今村 嘉太郎

yoshitarou0423@gmail.com

092-841-4800

https://www.yoshitaro.jp/

☆

太宰府能プロジェクト

090-9074-9554

毎月第2・第4土曜午前、初心者にも分かり易い漢詩の

勉強会を実施しています。また晩年太宰府におられた

学問の神様菅原道真公等の漢詩・漢文の石碑により、

先人の想いを感じていただきたくホームページでの紹

介。ご連絡いただければ、グループでのご案内を実施い

たします。

太宰府漢詩の会

田島 哲生

太宰府市青葉台３-30-31

tashima.tetsuo720517@nifty.com

090-7385-9406 092-928-2442 092-923-5522

太宰府市民吹奏楽団

090-9486-1597(飯田) 090-1163-2156(児島)

福祉施設や地域の公民館、学校等で二胡(中国の民族

楽器)の演奏をしています。

演奏に合わせて、参加者の皆さんと一緒に合唱も出来

ます。出演の依頼は、お気軽にご相談ください。

徳田 和代

太宰府市白川2-10 (太宰府市社会福祉協議会)

㊓ 二胡の会

092-923-3230 社協 092-923-0578
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㊓ 太宰府 Sing　For　Life
シング　フォー　ライフ



癒しの周波数を使ったハープとギターによる演奏を行

います。ご高齢の方から、子育て中のママさん、お子様

まで、リラックスして優しい音楽を通して心身共に癒し

ます。予防医学、健康にも良い周波数と振動療法®体験

とコンサートです。

荒牧 輝信

太宰府市梅香苑１-15-24

metal.terulin@gmail.com

090-3667-3491

https://temitelu.amebaownd.com/

太宰府市とその近隣に住む日本語を母語としない外国

人に、地域住民として暮らし易くなるよう、日常生活に

必要な日本語の学習を支援している。

また日本文化や地域情報の紹介も行い、交流を通して

相互理解を深めている。

小川 操

f-bell-club@dciea.or.jp

http://www.dciea.or.jp/

太宰府市いきいき情報センター２階  (太宰府市国際交流協会内)

太宰府にほんご教室 ことだまの会

彫刻のあるまちづくりを目指して活動中です。

コロナ禍のなか、活動は事実上止まっていますが、

アートギャラリー白川での展示は続けております。

水城プロジェクト

森田 正嗣

太宰府市白川９-１5 アートギャラリー白川内 

9545fukujin@gmail.com

092-923-4854 092-923-4854

社会的に孤立した高齢者やこどもの生活再建支援を国

内外問わず活動します。紛争時における難民保護、災害

時における被災者と支援者のコーディネートや各分野

の専門家による生活再建サポートをおこなっています。

山邊 悦弘

☆

NPO 法人 チャルカ ・ ジャパン

092-918-5391 092-918-5392

info@charkhajapan.org

https://www.charkhajapan.org/

☆

７． 国際交流

８． 防災 ・ 災害時支援
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当会は住みよい太宰府を作ろうの旗印のもと活動。

①年間5～6回会報発行、戸別配布(いきいき情報セン

ター・太宰府市民図書館に常設）

②各種文化セミナー開催。

会報への投稿・会報配布協力・セミナーへの参加など、

市民の皆様の積極参加をお待ちします。

樋口 誠

takeshe-tagawa@owa.bbiq.jp

太宰府市観世音寺4-17-22 （観世様方）

住みよい太宰府を作ろう会 “作ろうⅢ”

●太宰府市民に対する防災意識の啓発、喚起。

●災害発生時の災害ボランティアセンターの開設・運営

　 の支援。

●被災地への災害ボランティア活動。

防宰ボランティアネットワーク

藤 政統

太宰府市通古賀５-3-1

spch26n9@waltz.ocn.ne.jp

092-922-4797

太宰府の空き家の利活用を通じて地域の活性化を目指

す筑紫女学園大学の団体です。五条の新崎アパートを

拠点にイベントなどを開催しています。

熊埜御堂 光里　 橋本 美桜

太宰府市五条4-11-15 新崎アパート110号室

090-4364-5053 092-986-2684

rebornfudosan2020＠gmail.com

https://www.instagram.com/rebornfudosan/

092-925-9574

地域のみな様と楽しい時間を過ごし、コンサートや軽体

操、短時間でできる手芸など会員で考えてきました。

しかし今年もコロナウイルスでなかなか活動ができそう

にありません。今年は会員で勉強する時間と考えていま

す。地域のみな様と色々活動できる日を待ちます。

菜の花会

☆

太宰府市水城６-18-11 ( 水城ヶ丘公民館 )

９． 地域活動
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沖縄三線での演奏、歌、踊り等で場を盛り上げながら合

間に体操、手品等を挟み楽しい時間を提供出来る様に

頑張ってます。

北川 博幸

☆

㊓ なんくる～ず

竹とんぼの制作指導。

毎月第３日曜日午前１０時から、大宰府政庁跡にて

集会。見学参加希望の場合は問合せください。

国際竹とんぼ協会 太宰府本部

柿口 法之

太宰府市坂本１-7-5 （木原）

090-9078-2825

青山(星ヶ丘）在住の「おやじバンド」です。昭和40～50

年代の歌謡曲・フォークソングを中心に歌と演奏です。

マイク・マイクスタンド・スピーカーなど音響設備は自前

です。コンセントだけお借りします。

㊓ ブルーマウンテンオールスターズ☆

長谷川 俊文

太宰府市青山２-12-28

090-4364-5053

092-921-7730（木原）

子ども会や老人会で映画上映。またデジタルカメラ、ビ

デオカメラで撮影し（例：成人式記念写真等）プリント。

年２回展示会を通じて、地域に貢献しています。

仲間募集中。年齢、性別は問いません。どなたでも入会

可。スマホでも結構です。

太宰府市視聴覚映画クラブ

千田 赳

太宰府市観世音寺１-3-1 （プラム ・ カルコア太宰府内）

092-285-2631092-921-2101

092-986-2684

prevent@live.jp

１０． その他
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景観・市民遺産育成団体とは、良好な景観の形成

及び市民遺産の育成を自主的に行う団体で、

市長が認定した団体です。

景観・市民遺産会議について、詳しくは景観・市民遺産

会議ホームページをご覧ください。

市民遺産ポータルサイト　https://市民遺産.jp

育成されている市民遺産名

景観 ・ 市民遺産育成団体

代表者または問い合わせ先

平成１０年の発足以来『鷽替神事』の歴史を伝え、それを

支える木うそを太宰府地域特有の伝統工芸として伝承

していくために、製作技術を継承する後継者を育成し、

「木うその森」での原木育成活動をしています。

●第2日曜日…絵付け教室（太宰府館）

●8～9月日曜日…後継者育成講座

●不定期「木うその森」下草刈り、その他

太宰府木うそ保存会

青柳 健夫

第 1 号 太宰府の木うそ

連絡先

《表の見方》

太宰府市観世音寺1-2-1 (太宰府市商工会)

092-922-4345(商工会)

江戸時代後期、太宰府一円に疫病が流行し、尊い命を

落とされた方が多くありました。五条区では太宰府天満

宮に御願立てをしたところ終息を見たので、御願成就

のお礼と、毎年の疫病除けの祈願を9月朔日(9月1日)

の夜“八朔の千燈明”を奉納するようになりました。当日

は夜8時頃、一斉に御火をともし献燈します。

五條風の会

大藪 善治

第 2 号 八朔の千燈明

太宰府市五条1-4-28 (五条公民館)

092-923-2684(公民館)

四王寺山の歴史、史跡、地理、自然など広範囲にわたり

勉強を続けており『四王寺山の旧太宰府町道』を市民遺

産に提案し、その整備、広報をはじめ、各種の報告書の

作成や、講演会等の実施で四王寺山の魅力を広く発信

する活動を行っています。

四王寺山勉強会

菜畑 健治

☆

☆

芸術家を目指して19歳で家出をし、山崎朝雲の弟子に

なり「木の中に棲む作家」と言われ、写実から抽象、新具

象として制作、太宰府天満宮御神牛制作を最後に90歳

で天然の素中にかえった人生を、遺族が語っています。

ＮＰＯ法人歩かんね太宰府

島松 尚宏

第 4 号 芸術家 冨永朝堂

☆

☆

第 3 号 かつてあった道

「四王寺山の太宰府町道」

太宰府市民遺産育成団体

20



●隈麿公春祭り4月15日10時30分～

●隈麿公夏祭り7月15日10時30分～

その他、年間を通し周辺の美化清掃及び、榊の交換等を

行っています。また、ご希望により『隈麿公のお墓』に関

する出張講座を開催します。

榎文化保存会

大槻 茂男

第 7 号 隈麿公のお墓

太宰府市朱雀4-17-28

●『太宰府の絵師萱島家』の普及活動

●萱島家の資料整理・調査

●関連文化遺産の保護

（＊現在、活動休止中です）

絵師萱島家保存会

萱島 宏和

第 8 号 太宰府の絵師 萱島家

☆

太宰府が物語の出発点となっている「かるかや物語」。

関屋の地名の起源でもある苅萱の関。全国に普及した

石堂丸の物語がいま消滅しようとしている。時の流れの

なかで忘却されつつあるこの物語を、歴史性、科学性を

踏まえて冷静に次世代に伝えるボランティア。

立派な紙芝居をつくったので、小学校、自治会などへ出

張をしたいと考えています。

かるかや物語を伝える会

杢尾 幹雄

☆

●3月 還暦梅上げ、初老梅上げ

●4月 研修会

●11月 鶏こぎり

毎月新町公民館にて練習…三味線お囃子（第2土曜日）

昔の梅上げの写真などを集めた「梅上げ写真展」を市内

各所で開催。

太宰府梅ばやし隊

斉藤 なぎ子

第 10 号 太宰府の梅上げ行事

☆

わが国最古の歌集『万葉集』を、月1回の万葉講座で

解りやすく奥深く学んでいます。

また、近郊の歌碑を解読、歌い、四季折々の花の風情を

味わい健康のために月1回楽しく歩きます。

梅花の宴の再現、七夕祭り、観月会などを開催。

この他、学校の万葉講座、古代官位衣装展協力。

大宰府万葉会

松尾 セイ子

第 5 号 万葉集つくし歌壇

太宰府市石坂2-7-19

『時の記念日』に、大宰府政庁跡で行事を実施、歌と物

語を伝えていきます。

毎年6月10日、朝6時10分に開始します。

辰山会

川口 豊治

☆

092-922ｰ7328

第 6 号 太宰府における

時の記念日の行事

092ｰ925ｰ5676 ☆

☆

第９号 苅萱の関跡とかるかや物語

☆☆
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・福祉、慰問、生涯学習などのコンサートで、太宰府の歌

を広めて、太宰府の魅力を発信します。

・音楽記念館では、今までの活動の記録を提示し、訪れ

た人たちに曲を演奏します。

岩﨑記代子と｢赤い鳥｣と｢夢みらい｣

岩﨑記代子音楽記念館

第 13 号 太宰府をうたう♪全 11 曲

太宰府市観世音寺5-2-５１

梅香苑団地ができてから、地域の子ども達に郷土の思

い出を残すために始まった夏まつりの子どもみこし。

道具はすべて手作りで、毎年8月第１土曜日に子どもみ

こしを開催しています。

梅香苑区自治会

樽見 隆敏

第 14 号 梅香苑夏まつり子どもみこし

太宰府市梅香苑1-13-8 (梅香苑公民館)

江戸時代後期に博多の浜口町・宇美・太宰府の有志の人

々が協力して、凶事救済の石仏巡りの札所が四王寺山

一円に作られました。三十三石仏の定期的な見守りや、

建立の物語と文化遺産を伝えていく活動をしています。

四王寺山勉強会

菜畑 健治

☆

梅雨時期の宝満山ではふもとの池で生まれた体長1cm

にも満たない子ガエル（ヒキガエル）の山登りを見るこ

とができます。カエルの不思議な営みを見守りながら、

宝満山の自然の素晴らしさを伝えていきます。

宝満山ヒキガエルを守る会

渡辺 ひとみ

第 16 号 宝満山のヒキガエル

太宰府市白川9-15 （森田）

高雄区内に点在する遺跡7ヶ所と、高尾山の戦国時代

の山城や大行事塔の広報活動や最小限の清掃活動を行

っています。特に、太宰府南小学校6年生には、高尾の

歴史を出張授業を行い、高雄の遺跡めぐりと高尾山散

策も行っています。

高尾山の自然と歴史を語り継ごう会

荒木 治稔

第 11 号 高雄の自然と歴史

太宰府市高雄4-11-5

1.眺望に関わる周辺環境の保全、展望台や万葉歌碑、

しゃくなげ参道の整備

2.眺望の紹介と万葉歌碑による太宰府の歴史を含めた

文化貢献活動、展望台の一般開放、万葉歌碑の見学会、

眺望写真の公開やPRパンフレットの配布

( 公財 ) 太宰府メモリアルパーク

日下部 寛行

090-2088-1326

第 12 号 太宰府悠久の丘

～メモリアルパークからの眺望～

092-923-7775

第 15 号 四王寺山の三十三石仏

092-923-4854（森田）☆

太宰府市大佐野字野口８０７ｰ１２８ （文化推進室）

https://d-m-p.net/

092ｰ923ｰ4500 092-928-2455

https://iwasaki-kiyoko.jp/

092-922-9438(公民館)

9545fukujin@gmail.com
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行政区 名　称

緑台 緑台区福祉部

高雄台 高雄台福祉わかば会

水城 水城区ひまわり会

水城台 福祉ふれあい会

水城ヶ丘 水城ヶ丘区自治会福祉推進組織

国分 国分区自治会福祉推進協議会

坂本 坂本区ひまわり会

観世音寺 観世「笑顔の会」

榎 榎ひまわり会

榎寺 榎寺ひまわり会

芝原 芝原ひまわり会

通古賀 通古賀区ひまわり会

都府楼 都府楼ひまわり会

向佐野 向佐野区福祉の会

吉松 くすの会

大佐野台 大佐野台いわの会

長浦台 長浦台ひまわり会

青葉台 たんぽぽの会青葉

ひまわり台 ひまわり台区自治会

各取り組みの詳細は太宰府市社会福祉協議会までお問い合わせください。

小地域福祉活動(ひまわり会)

移送サービス
（運転ボランティア）

社協だより「ふくしのひろば」
点字版の配布

声の広報　配布

ふれあいヘアカットサービス
（訪問理容ボランティア）

身体障がい等により公共交通機関の利用が困難な方に対して、通院や買い物な
どの外出を支援する「移送サービス事業」の運転ボランティアです。

障がい・高齢等で公共交通機関を利用した外出が難しい方を対象に、ご自宅での
ヘアカットサービスを実施しています。”美容室ヘアメイクアージュ（Haseグルー
プ）”による地域貢献活動（ボランティア活動）です。

視覚障がい者を対象に「広報だざいふ」、「議会だより」、社協だより「ふくしのひろ
ば」を録音したテープ・デイジー図書を配布しています。声のテープ・デイジー図書
は”太宰府市声のボランティアグループ”が作成しています。

視覚障がい者を対象に、社協だより「ふくしのひろば」の点字版を配布していま
す。点字版は、点訳ボランティア”太宰府てんとう虫の会”が作成しています。

内山 有智山会

松川 松川区ひまわり会

太宰府市社会福祉協議会

「ひまわり会」とは、行政区（小地域）を単位として、そこに生活する住民が、住み慣れた地域で安心して暮らすために、”困った
ときはお互い様”の気持ちで支え合う自主的な活動をしているボランティアの組織です。（地域の実情に応じて、「高齢者等の
見守り活動」や「サロン活動（高齢者・子育て等）」、「地域交流事業」、「研修会」などに取り組んでいます。

行政区 名　称

北谷 北谷ひまわり会

三条 三条ひまわり会

三条台 三条台区福祉部ひまわり会

湯の谷 湯の谷区ひまわり会

大町 和輪会

新町 新町区ひまわり会

白川 白川ほのぼの会

五条西 あすなろ会

五条 ふれあいサロン五条

東観世 東観世友愛会

湯の谷西 湯の谷西ひまわり会

秋山 秋山自治会

五条台 五条台区自治会福祉部

梅香苑 梅香苑区福祉部

東ヶ丘 東ヶ丘区福祉部ひまわり会

星ヶ丘 星ヶ丘ひまわり会

高雄 高雄区福祉部
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社会福祉協議会では、ボボランティア活動中のさまざまな事故によるケガやや         

損害賠償責任を補償する「ボランティア活動保険」の加入を受け付けています。 

詳細については社会福祉協議会までお問い合わせください。 

加入申込者（ご加入いただける方）

ボランティア個人またはボランティアグループ、団体 

被保険者（保険の補償を受けられる方）

ケ ガ の 補 償：ボランティア個人 

賠償責任の補償：ボランティア個人、ボランティアの監督義務者 、NPO 法人 

対象となるボランティア活動

  日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、社会

福祉協議会に届け出た活動など。（詳細はお問い合わせください。）

補償内容

  ボランティアが活動中の急激かつ偶然な外来の事故により死傷された場合や、偶然な事故により他

人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金

が支払われます。 

  ◆ボランティア自身の食中毒（Ｏ-157 など）や特定感染症も補償します。 

  ◆熱中症（日射病や熱射病）も補償の対象となります。 

  ◆天災・地震補償プランでは、基本プランにおける補償に加え、天災（地震、噴火または津波）に

よる死傷も補償します。（賠償責任の補償は基本プランと同じです。）

  ◆台風などの風水害による死傷は、基本プランでも補償されます。 

補償期間

令和 4 年 4 月 1 日 午前 0 時～令和 5 年 3 月 31 日 午後 12 時まで。

※中途加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌日午前 0 時から令和５年 3 月 31 日午後 12 時ま

でとなります。 

保険料（1 名あたり） 途中脱退による掛金の払い戻しはありません 

※1 新規加入の場合、従来の補償プランでは補償開始日から 10 日以内に発病した特定感染症につい

ては補償の対象にはなりませんでしたが、補償開始日から補償の対象となるプランです。 

☆お問い合わせ

社会福祉法人 太宰府市社会福祉協議会

〒818-0102 太宰府市白川 2 番 10 号

TEL：092-923-3230 FAX：092-923-0578 

円053ンラプ本基

天災・地震補償プラン 500 円

【新設】特定感染症重点プラン ※1 550 円

ふくしの保険 

★詳細は「ふくしの保険」

ホームページでも

ご確認いただけます.

ボランティア活動保険のご案内
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福かお 笑いヨガクラブ
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NPO法人　歩かんね太宰府
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NPO法人　水圏環境研究所
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NPO法人　福岡あんしん生活ネット

NPO法人　福岡県ダーツ協会

一般社団法人　終活支援ネットワーク
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一般社団法人　太宰府市空家予防推進協議会
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青葉台アンビシャス広場

青葉台文庫

Nっ子ネットワーク　カンガルーの親子
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(公社)太宰府市シルバー人材センターボランティア班｢里山を守る会」

協働わーくす エ・コラボ

4

14

8

15

8

12

12

4

15

4

4

4

5

17

8

5

5

5

3

3

12

12

15

8

9

9

9

12

3

9

5

5

19

9

6

9

6

15

13

6

6

10

18

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

シルバーサロンちぎり絵

ストーリーハウス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

太宰府いきいきこども食堂

太宰府おはなし会

太宰府紙飛行機クラブ

太宰府漢詩の会

太宰府茶道文化連盟

太宰府市傾聴ボランティア「ロバの耳」

太宰府市声のボランティアグループ

太宰府子ども劇場

太宰府子ども食堂 たべりば

太宰府市子ども文庫・読書サークル連絡協議会

太宰府市視聴覚映画クラブ

太宰府手話の会

太宰府市消費者の会

太宰府市食生活改善推進会

太宰府市青少年育成市民の会

太宰府市「同和」教育研究協議会

太宰府市民吹奏楽団

太宰府ジュニアリーダーズクラブ

太宰府Sing　For　Life

太宰府にほんご教室ことだまの会

太宰府能プロジェクト

太宰府要約筆記の会「ちくし」

太宰府を美しくする友の会

地域猫との共生を考える会 にゃんこふれんず太宰府

月山の会

つつじヶ丘フレンズクラブ（つつじヶ丘アンビシャス広場）

菜の花会

なんくる～ず

二胡の会

西の都太宰府茶論推進協議会

ひまわりクラブ

peu a peu

福祉サポート『ＤＤクラブ』

Fridays　For　Future Dazaifu

防宰ボランティアネットワーク

宝満山弘有の会

水城プロジェクト

ミュージックあとりえtemitelu

みんな・いっしょに・はみんぐ 都府楼「ゆめふうせん文庫」

ゆるボラポーレ

Re'born不動産

太宰府水から川る会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ずず

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10

10

15

16

16

6

6

10

10

10

19

7

13

7

11

3

16

11

16

17

16

13

7

13

13

13

11

18

19

16

14

7

7

8

14

18

14

17

17

11

11

18

19

7

25

文庫おおきなかぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11



お問い合わせ先

●太宰府市ＮＰＯ・ボランティア支援センター うめさろん

【所在地】　〒818-0125　太宰府市五条3丁目1-１　いきいき情報センター２階

【連絡先】 ☎ 092-918-3633　　FAX 092-918-3644

●太宰府市役所　地域コミュニティ課

【所在地】 〒818-0198 太宰府市観世音寺1丁目1-1

【連絡先】 ☎ 092-921-2121 内線（539）　　FAX 092-921-1601

●社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会

【所在地】　〒818-0102　太宰府市白川2-10

【連絡先】 ☎ 092-923-3230　　FAX 092-923-0578

●太宰府市役所　文化財課(太宰府市景観・市民遺産会議事務局)

【所在地】 〒818-0198 太宰府市観世音寺1丁目1-1

【連絡先】 ☎ 092-921-2121 内線（477）

• 利用時間
月曜日～金曜日 10:00～18:00
第2・第4土曜日 12:00～18:00

• 休館日
日曜日、祝日、毎月最終水曜日、第1・第3・第5土曜日

26

太宰府市

社会福祉協議会・ 地域コミュニティ課

・ 文化財課

いきいき情報センター２階

五条五条橋

西鉄五条駅

御笠川

太宰府市役所

太宰府市 NPO ・ ボランティア

支援センター うめさろん
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発行

編集

令和４年８月発行

太宰府市 NPO ・ ボランティア支援センターうめさろん

社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会

太宰府市景観 ・市民遺産会議事務局
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