
●令和元年度　寄附対象CSO別寄附額実績

1 18,535

2 106,712

3 3,225

4 42,962

5 110,006

6 21,998

7 931

8 800

9

10 760

11 4,813

12 970

13 410

14 0

15 28,995

16 3,845

17 625

18 1,670

19 16,995

20 3,680

21 0

22 380

23 45,900

24 28,253

25 29,565

26 8,865

27 6,520

28 10

29 2,805

30 1,265

31 20

32 555

33 30

34 255

35 17,481

36 10

主な使途
問い合わせ先

（担当者・電話番号・メールアドレス）

特定非営利活動法人

浜ー街交流ネット唐津

特定非営利活動法人　ベネッセの会

NPO法人　poco a bocco

特定非営利活動法人

日本IDDMネットワーク

NPO法人　SuccaSenca

特定非営利活動法人

アジアパシフィックアライアンスジャパン

特定非営利活動法人

ピースウィンズ・ジャパン

認定NPO法人　地球市民の会

団体名

NPO法人　ブリッジフォースマイル

特定非営利活動法人

市民活動支援センターふくしの家

特定非営利活動法人

とす市民活動ネットワーク

特定非営利活動法人　さが西部市民活動

サポートセンター・フロンティア

特定非営利活動法人

レインボー七つの島連絡会議

公益財団法人　佐賀未来創造基金

特定非営利活動法人　かわかみ・絆の会

特定非営利活動法人

ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ

特定非営利活動法人　POSA

高齢者・障がい者無償移送及び生活支援サービス事業

佐賀県内の児童養護施設等入所者・退所者向けの自立支援事業

玄海地区の漁業に関する情報発信事業

玄海地区漁業関係者と消費者等との交流事業

玄海地区漁業関係者の水産物販売支援事業

1型糖尿病根絶に向けた研究費助成

低血糖アラート犬の養成

次世代を担う生産者を支える社会づくり事業

こどもの居場所における食育事業

空飛ぶ捜索医療団事業

防災・減災の強化事業

佐賀県における伝統工芸振興支援事業

SGDs推進事業、オリーブの森事業、タイ人介護人材留学「志学生プロジェ

クト」、子どもの居場所運営スタッフによる県外視察及び内部研修、不登校

の児童への職場体験プログラム・オープンキャンパス同行、災害支援ネットワー

ク強化支援事業、地球共感教育、異文化体験イベント、地球市民運動拡大キャン

ペーン事業

子どもの情操教育・障碍者理解を促進するダイアログ・イン・ザ・ダーク

開催及び関連事業

POSAバングラデシュアイキャンプ事業（眼科医ボランティアによる白内障

手術）

福祉有償運行・無償運行事業

生活上の困りごと・悩み相談講座

女性のココロとカラダの元気を応援する事業

（新フィットネスプログラム導入、産後ケアアプリ開発）

木育を通したまちづくり事業

松崎　逸夫

090-9572-6984

kizunakawakami@gmail.com

菅原　亜弥

03-6842-6766

info@b4s.jp

森　由香

0952-36-6865

honbujimukyoku@fukushinoie.jp

特定非営利活動法人　ITサポートさが

認定NPO法人　難民を助ける会

（AAR　Japan）

居場所づくり事業

吉次　桃子

0955-74-3155

info@karatsu-hama.net

谷口　成子

0952-20-2062

jimukyoku@japan-iddm.net

横尾　隆登

090-9400-0829

succasenca@gmail.com

後藤　忍

0952-20-2900

toiawase@apadm.org

糸山　亜依

0952-20-1607

saga@peace-winds.org

山路　健造

0952-24-3334

office@terrapeople.or.jp

有田　裕子

03-6231-1633

info@dialogue-japan.org

倉富　亜由美

090-2516-9474

posa@train.ocn.ne.jp

永友　惠子

070-5491-5289

benesse@happytosu.ne.jp

寺野　幸子

0952-60-2152

contact@pocoabocco.jp

木村　利予

0942-80-7184

tosusiminkatudou@kii.bbiq.jp

篠田　憲章

0954-63-4571

asuto@krc.biglobe.ne.jp

野崎　隆文

0955-75-1185

saga-rainbow@road.ocn.ne.jp

岡野　恵美

0952-26-2228

info@saga-mirai.jp

高齢者認知症予防事業及び高齢者介護予防事業

CSO等の資金確保のためのプログラム開発、CSOに対する助成、

CSO等に対する研修、寄附文化の普及啓発、ボランティア活動の普及啓発

特定非営利活動法人

さが市民活動サポートセンター

特定非営利活動法人

スポーツフォアオール

NPO法人　九州トリム体操協会

特定非営利活動法人

佐賀県難病支援ネットワーク

特定非営利活動法人　ようこそ小城

特定非営利活動法人　こどもUmiおと

特定非営利活動法人　ひまわり

特定非営利活動法人　鳳雛塾

特定非営利活動法人　アニマルライブ

特定非営利活動法人　クレブスサポート

特定非営利活動法人

佐賀県放課後児童クラブ連絡会

嬉野バリアフリーツアーセンター

特定非営利活動法人　愛未来

特定非営利活動法人　たすけあい佐賀

特定非営利活動法人　愛えん

認定NPO法人　テラ・ルネッサンス

健康に関する研修会、講習会、講座、啓発活動及び人材育成事業

高齢者に対する支援事業

難病の災害支援及び普及啓発事業

小城市の市民活動支援事業（ヨガ事業、パソコン事業等）

情報モラル学習推進事業

ネットトラブルの相談窓口「ほっとネットライン」運営事業

国際理解教育事業（出前授業、講演及びイベント出展等）

地域交流事業

人材育成事業

保護動物の譲渡活動、適正飼養の普及啓発事業

がんサロン運営事業、がん教育支援員の養成と派遣、がん体験記の出版

市民活動に関する学習及び情報提供

市民活動に関する普及啓発・相談・助言及び施設の運営

中高齢者の健康増進事業

子どものスポーツ教室事業

車いすテニス選手の技術向上・交流及び社会貢献事業

パラオ共和国友好交流訪問及び「弁当プロジェクト」活動支援事業

よってこランド（子ども食堂）の運営

青色パトロール車整備事業（子どもの交通安全の為の見守り）及び講演事業

世界の紛争から平和を学ぶ書籍開発プロジェクト、中央カサイ州における紛争の

影響を受けた最脆弱層女性に対するレジリエンス向上プロジェクト、南キブ州に

おける紛争下で生きる最脆弱世帯の初等教育支援及び養蜂ビジネス起業支援プロ

ジェクト

浴本　信子

0952-36-5900

info@it-saga.net

久保田　雅文

03-5423-4511

aarsaga@aarjapan.gr.jp

平林　幸恵

080-1142-2058

sachiesroom@gmail.com

井上　祐嗣

0955-64-2662

npo-himawari@vc.people-i.ne.jp

川崎　雅樹

0952-20-3611

kawasaki@housuu.jp

林田　一秀

080-4284-4775

npo@animal-live.or.jp

鶴田　憲司

0952-23-8231

npokrebs@yahoo.co.jp

岡野　恵美

090-8399-0713

sasc-ful@support-cen.net

井上　伸一

090-7989-8871

inoue@cc.saga-u.ac.jp

田代　美由紀

0955-46-2903

kyushu-t@nihon-trim.jp

福田　亮一郎

0952-97-9632

info@saga-nanbyo.com

西岡　明樂

090-5437-1445

youkoso8861@sirius.ocn.ne.jp

ゆうせんせいの≪癒しのワーク≫（子育て中の保護者対象のワークショップ）

長尾　千夏

0952-37-8553

nagao@saga-houkago.net

小原　健史

0954-42-5126

office@uresino.net

竹下　敦子

0952-68-4162

npo.aimirai@gmail.com

黒岩　勝

0952-23-6950

npo-nagase@voice.ocn.ne.jp

中原　正博

0952-53-5473

furusato@aien.or.jp

島　彰宏

090-9615-7586

contact@terra-r.jp

寄附額

（単位：千円）
№



●令和元年度　寄附対象CSO別寄附額実績

主な使途
問い合わせ先

（担当者・電話番号・メールアドレス）
団体名

寄附額

（単位：千円）
№

37 9,632

38 1,985

39 1,375

40 193

41 4,820

42 1,283

43 762

44 210

45 375

46 1,600

47 203

48 890

49 80,147

50 0

51 140

52 720

53 520

54 52,965

55 0

56 80

57 29,445

58 50,362

59 0

60 24,424

61 640

62 405

63 1,679

64 6,685

65 70

66 3,327

67 670

68 0

69 1,700

70 10,305

71 10,948

特定非営利活動法人

価値創造プラットフォーム

北川副小学校運営協議会

一般社団法人

文化と芸術の泉アール・フォンテヌ

多久山笠保存会

特定非営利活動法人

かわそえスポーツクラブ

よかことしよう会

基山フューチャーセンターラボ

特定非営利活動法人

日本レスキュー協会

特定非営利活動法人　晴耕雨読会

アルモニア管弦楽団

特定非営利活動法人

唐津環境防災推進機構KANNE

特定非営利活動法人

ひとり親ICT就業支援センター

特定非営利活動法人　MATSRA

特定非営利活動法人

空家・空地活用サポートSAGA

一般社団法人　CIELO

一般社団法人　こども宅食応援団

特定非営利活動法人

スポーツラボGABAIさが

特定非営利活動法人

パルサポートキッズの会

特定非営利活動法人　かいろう基山

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

特定非営利活動法人

鳥栖子どもミュージカル

NPO法人 MBFC

特定非営利活動法人　佐賀げんき会

一般社団法人　Karatsu Film Project

佐賀災害支援プラットフォーム

社会福祉法人　佐賀いのちの電話

特定非営利活動法人　Murark

特定非営利活動法人　きゃんどるハート

動物愛護ボランティアハッピーボイス

一般財団法人　佐賀県母子寡婦連合会

特定非営利活動法人　森林をつくろう

地域活性化いじめ撲滅プロレス実行委員会

特定非営利活動法人　灯す屋

特定非営利活動法人

佐賀県地域生活支援ネットワーク

スチューデント・サポート・フェイス

鍋島家カフェ・ギャラリー事業、小城鍋島家に残る文化財の修復事業

地域資源を使った商品開発事業

多久山笠祭り

スポーツ振興事業

ファミリーハウス佐賀の運営支援

「KIYAMA BACICS」観光体験型サービス事業

災害救助犬・セラピードッグ事業

動物福祉事業

クラシック音楽の定期演奏会事業

虹の松原再生・保全活動普及事業

パソコン講座の開催事業（子育て中の保護者対象）

海洋再生可能エネルギー推進プロジェクト事業

空家・空地に関する相談受付・助言事業、空家・空地の調査及び行政への提

案事業、空家・空地に関する情報提供事業、空家・空地に関する維持管理事

業

子育てシェアエコ推進事業、シェアリングエコノミー意向調査

おなか一杯便事業

石崎　方規

0952-37-1323

info@socialvalue.biz

大坪　裕樹

090-5385-5525

onakaippaibin@gmail.com

古川　久美子

0952-72-5324

arufontenu@gmail.com

古賀　英一

090-8912-0937

y-koga@kenjin-kai.com

渡辺　正喜

0952-45-8910

jimukyoku@kawasoe-sc.org

松尾　宗明

0952-34-2314

matsuo@cc.saga-u.ac.jp

久保山　義明

090-2714-1826

info@kiyamalab.jp

原田　亮

0952-26-3988

info-saga@japan-rescue.com

狩野　公克

050-5586-6464

info@schoolarea.org

石川 進

070-5400-4356

armoniafurusatotax@gmail.com

藤田　和歌子

0955-80-7060

kanne@psc.bbiq.jp

川崎　健治

070-3967-9529

furusato_support@sdcns.co.jp

平野　真紀

0955-72-1458

info@matsra.jp

内川　実佐子

090-6632-3643

info@sora-sora-saga.com

赤ちゃんとお母さんのふれあい講座事業

福本　優

0954-22-3423

ssf@student-support.jp

森林を侵食する竹材の駆逐事業、子どもの健全育成事業、高齢者の果樹園等

の管理支援及び都市住民の田園体験・招待事業、公共施設等の維持管理の受託事

業、住民の安全・保護及びまちづくり・活性化等の研究と提言

子育てママの居場所づくり事業

キッズミュージカルTOSUのミュージカル公演事業

ミュージカル等に関する情報提供事業

子どもミュージカル制作・公演事業

松原　幸孝

090-2516-5007

y.matsu-2489@bb.csf.ne.jp

服部　奈緒美

0942-83-7415

poppo-w@kumin.ne.jp

有馬　治子

0942-55-1000

kidstosu@kumin.ne.jp

長尾　冴子

0956-37-8041mbfc.furusato@gmail.com

松永　春満

0952-73-4527

spwa8959@spice.ocn.ne.jp

医療用ウィッグの無償提供事業

ひとり親家庭及び寡婦の生活の安定と福祉の向上

未来を担う子どもたちの健全育成

植林や育林と果樹収穫体験事業

木工教室やキャンプなどの自然体験事業

いじめをテーマにした道徳の出張授業及び個別相談受付

空き物件の管理及び活用推進事業、移住定住支援事業

障碍者地域生活支援助成事業

災害に係る支援事業

佐賀いのちの電話相談員養成事業

中山　美弥

0955-72-3278

info@karatsueiga.com

保護動物シェルター整備・運営事業

映画館「THEATER ENYA/シアター・エンヤ」企画・運営事業、「ファミリー

デー」企画・運営事業、「バリアフリー映画」企画・運営事業、「唐津名画座」

企画・運営事業、「抱っこdeシネマ」企画・運営事業、「アカデミックシア

ター」企画・運営事業

竹内　陽慶

0952-37-3725

smile_encho@cielo-smile.com

今井　峻介

070-1532-9872

info@hiromare-takushoku.jp

泊　美由紀

092-707-3380

info@palsupportkids.org

岩瀬　茂生

0952-97-9767

info@sagaboren.com

佐藤　和歌子

0952-65-4176

info@mori-tukurou.com

古場　英樹

0952-48-

0200ontheroad.0808@gmail.com

佐々木　元康

090-1348-9230

tomosuya2018@gmail.com

福市　繁幸

0952-97-5567

sagachiikinet2015@yahoo.co.jp

原田  亮

0952-26-3988

sagapf2018@gmail.com

伊東　勝之

0952-34-4186

lifeline-1998@star.saganet.ne.jp

豆田　守正

080-5206-6674

info@murark.com

永尾　美智子

0942-80-1023

ch2018.nagao@gmail.com

甲斐　めぐみ

080-5609-0449

happyvoice_staff@yahoo.co.jp

不登校、ひきこもり、非行等不適応問題を抱える子どもや若年者の自立支援

子育て支援事業

こども宅食の実施団体への公募と助成・伴走支援事業


