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月満ちて生きる力溢れる宝島
山田・舘浦

山田・舘浦地区まちづくり運営協議会
特定非営利活動法人

活動分野

まちづくり

平戸市の生月島にある山田・舘浦地区の現状や課題と

向き合い、まちづくりを進める組織として、まちづくり

運営協議会を立ち上げ、５つの部会を中心として、様々

な事業に取り組んでいます。

季節行事や住民相互の交流を図る事業、生活環境や安

全安心を維持するための事業、子どもの育成や住民の健

康・福祉を推進する事業、地元の特産品開発や伝統文化

の継承を図る事業など、住みよいまちづくりに向けて幅

広く活動しています。

様々な世代の参加を促進し、多様な主体との協働を進

めていくことで、地元に密着した、持続可能なまちづく

りを目指しています。

▼主な事業内容

・買い物支援サービス事業

・郷土料理提供事業（おごっつぉ祭り）

・地域防災活動（防犯灯設置、自主防災組織支援）

・地域振興・観光・産業振興に関する事業 など

▼協働・連携先の実績

平戸市、平戸観光協会、舘浦漁協ほか

地元組織や市内他地域のNPO など

▼助成・受託などの実績

・平戸市コミュニティ推進モデル地域交付金

（平戸市・2019年・901万円）

▼受賞・マスコミなどの掲載実績

・長崎新聞 掲載（2018年、2019年、2020年）

コミュニティ・パートナーカタログ ～地域と協働できるNPOリスト～ 情報更新日2021/3/31

▲地域の拠点「和く話く交流館」

・代表者 理事長 川渕 洋海

・主たる事務所 平戸市生月町舘浦148番地11

・電話番号 0950-53-1550

・ファックス番号 0950-29-9988

・公式サイト https://yamatachi-hirado.jp/

・SNS Facebook、Instagram、LINE、YouTube

・メールアドレス yama-tachi.machikyo@vesta.ocn.ne.jp

・定期発行物 うみだわら（年6回）

・法人設立年月日 2017年12月18日

・活動範囲 平戸市生月町山田・舘浦地区

・会員数 正会員55名、賛助会員24名

・会員世代 30代～80代

・正会員（個人／団体）入会金0円・年会費0円

賛助会員（個人／団体）入会金0円・年会費0円

・事業規模 約1149万円（2019年度実績）

▲まちなかゴミない活動の集合写真

アピールポイント法人基礎情報
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誰もがいつでも、どこでも、いつまでも

コミュニティスポーツクラブTEAMひまわり
特定非営利活動法人

活動分野

スポーツ

子どもから高齢者まで誰もが、いつでも、どこでも、

いつまでも気軽にスポーツや文化活動に参加できる環境

を提供する総合型地域スポーツクラブとして、多世代に

対する多種多様なスポーツ、運動を通じて、コミュニケ

ーションを図ること、健康で元気なまちをつくることに

貢献することを目指しています。

行政や体育協会と連携して、スポーツに関する情報発

信拠点としての役割を担うほか、学校や地域、企業やそ

の他各種団体との連帯を進め、スポーツによる意義やア

イディアを提案し、スポーツライフの向上を目指します。

また市民のニーズに応じたメニューを提供するととも

に、地域や競技、学校などの枠にとらわれない「新しい

スポーツのカタチ」を提案していきます。

▼主な事業内容

・巡回型／集合型幼児運動教室「からだ遊び」

・中高老年期運動教室「げんき遊び」

・曜日別スポーツ教室、不定期教室

・各種スポーツ大会の企画・実施 など

▼協働・連携先の実績

長崎県、南島原市、長崎県スポーツ協会 など

▼助成・受託などの実績

・子どもの体力・運動能力向上モデル事業

（南島原市・2019年・212万円）

・総合型地域スポーツクラブ活動助成事業

（日本スポーツ振興センター・2019年・151万円）

▼受賞・マスコミなどの掲載実績

特になし

コミュニティ・パートナーカタログ ～地域と協働できるNPOリスト～ 情報更新日2021/3/31

▲幼児運動教室「からだ遊び」の様子

・代表者 理事長 柴田 良和

・主たる事務所 南島原市西有家町龍石788-97

・電話およびFAX番号 0957-82-1022

・公式サイト http://www.teamhimawari.com/

・メールアドレス team-himawari@ca2.so-net.ne.jp

・SNS Facebook

・定期発行物 月刊ひまわり（月1回）

・法人設立年月日 2017年2月20日

・活動範囲 南島原市内全域

・会員数 正会員13名

・会員世代 10代未満～60代

・正会員年会費（個人）5,000円（団体）10,000円

賛助会員年会費（個人）3,000円（団体）5,000円

一般会員年会費（ジュニア）3,000円

（一般）5,000円（家族）10,000円（団体）10,000円

・事業規模 約988万円（2019年度実績）

▲高齢者運動教室の様子

アピールポイント法人基礎情報
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このまちは、再び世界とつながる

ありま南蛮
特定非営利活動法人

活動分野

観光振興

南島原市の活性化に向けて、南島原市の海外との交易

や交流によりうみだされた文化の歴史的価値観を活かし、

魅力的な観光資源や地域資源を国内外へ発信するほか、

観光や地場産品の需要を創出して、市民や次世代の子供

たちに地域の歴史的・文化的価値の継承や理解、愛着を

深めるための事業を行っています。

法人の前身である「有馬歴史研究会」での２７年間の

活動で培った知識や経験を活かして、「もっともっと地

域を盛り上げたい」「地元の良いものを伝えていきた

い」「歴史や文化を守りたい」との思いを形にするため、

キリシタンとのつながりの深い歴史文化を地域資源とし

て活用し、地域づくり、人づくりに積極的に取り組んで、

地域の継続、発展に貢献していきます。

▼主な事業内容

・地域文化の継承などまちづくりに関する事業

・歴史資源等の活用及び保存事業

・農産物等の直売支援など地域経済の活性化

・民泊、空き家の活用

▼協働・連携先の実績

南島原市、FMひまわり など

▼助成・受託などの実績

・協働のまちづくり事業補助金

（南島原市・2019年・30万円）

▼受賞・マスコミなどの掲載実績

特になし

コミュニティ・パートナーカタログ ～地域と協働できるNPOリスト～ 情報更新日2021/3/31

▲北有馬町の石橋群めぐりの様子

・代表者 理事長 佐藤 光典

・主たる事務所 南島原市北有馬町戊840番地

・電話番号 なし

・ファックス番号 なし

・公式サイト https://npoarimananban-1.jimdosite.com

・メールアドレス arimananban@gmail.com

・SNS Facebook

・定期発行物 なし

・法人設立年月日 2019年9月18日

・活動範囲 南島原市内全域

・会員数 正会員24名、賛助会員3名

・会員世代 20代～70代

・正会員（個人／団体）年会費3,000円

賛助会員（個人／団体）年会費2,000円

・事業規模 約23万円（2019年度実績）

▲日野江城跡の草刈りの様子

アピールポイント法人基礎情報
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すべては子どもたちの未来のために。

アオノトビラ
NPO法人

活動分野

子ども

長崎県の島原半島で「ALL for Children.すべては子供

達の未来のために」をスローガンに掲げ、音楽やアート

などを通じて子供の居場所づくりを推進しています。

発達障がいや貧困など様々な理由で生きづらさを抱え

る子供達を地域で支え見守りたい、そんな想いで様々な

団体と連携しながら日々活動しています。

人と違うことで褒められ、自信を持つ子もいれば、人

と違うことで孤独になり居心地の悪さを感じる子もいま

す。みんな違っていい、みんな自由、子どもの頃から、

多様性、すなわち違いを認めあえる文化を地域に根付か

せることが、ノーマライゼーション社会実現への第一歩

だと考え、さまざな活動を通して子どもたちのサードプ

レイス（第三の居場所）づくりを目指します。

▼主な事業内容

・ビーチクリーンと蒼空こども食堂

・キッズカンパニー

・BYE BYE Plastic! プロジェクト

・ミュージック＆アートフェス

▼協働・連携先の実績

雲仙市、島原市、南島原市、（社福）悠久会など

▼助成・受託などの実績

・次世代育成支援活動助成事業

（九電みらい財団・2019年・90万円）

▼受賞・マスコミなどの掲載実績

・もっぱら島原WEB 掲載（2020年）

・島原新聞、長崎新聞 掲載（2020年）

・長崎県広報テレビ番組『こちら県庁広報2課』に

理事長出演（2020年）

コミュニティ・パートナーカタログ ～地域と協働できるNPOリスト～ 情報更新日2021/3/31

▲ワークショップの様子

・代表者 理事長 濱田 純子

・主たる事務所 南島原市口之津町甲972番地1

・電話番号 070-5557-0975

・ファックス番号 なし

・公式サイト https://www.aonotobira.com/

・メールアドレス info@aonotobira.com

・SNS Facebook

・定期発行物 なし

・法人設立年月日 2019年11月1日

・活動範囲 雲仙市、島原市、南島原市

・会員数 正会員30名、賛助会員10名

・会員世代 40代～50代

・正会員（個人／団体）年会費12,000円

賛助会員（個人／団体）年会費3,000円

・事業規模 約106万円（2019年度実績）

▲ビーチクリーン活動での集合写真

アピールポイント法人基礎情報
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コミュニティ・パートナーカタログ（ダイジェスト版）

令和３年３月発行

＜発行＞長崎県（県民生活環境部県民生活環境課）
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＜制作協力＞NPO法人とねりこ
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