３６．県内の民間国際交流団体

団体名
「AIES」須恵町国際交流協会
特定非営利活動法人
AICA北九州
アジア開発銀行福岡NGOフォーラム
（FNA）
アジア教育開発
アジア共生学会
公益財団法人
アジア女性交流・研究フォーラム
NPO法人
アジア太平洋こども会議・イン福岡
アジアの森を育てる会
アジアを考える会 北九州
明日のカンボジアを考える会
特定非営利活動法人
AMIGOS DA BAHIA
NPO法人
歩かんね太宰府
一般社団法人
飯塚青年会議所
イタリア会館・福岡
イタリア東洋商工会議所日本支所
ＮＰＯ法人 いとなみ
インドネシアの子供の教育を救う会
特定非営利活動法人
海路明 (うじあけ)
エジフス（地球人緑友会）日本分会
特定非営利活動法人
エスペランサ
特定非営利活動法人ＮＰＯおおむた
日韓友好親善交流協会
特定非営利活動法人
NGO福岡ネットワーク（FUNN）
公益財団法人
オイスカ西日本研修センター
一般社団法人大川青年会議所
大牟田SGG クラブ
大牟田市日中友好促進会議
大牟田マスキーガン友好協会

代表者名
会長
東 好男
代表理事
白川麗子
代表
吾郷 健二
代表
南川 啓一
会長
中野 洋一
理事長
堀内 光子
理事長
麻生 泰
代表世話人
狩野 隆一
代表
中村 紀美子
代表
安部 昌明
理事
石橋 仁貴
理事長
李尾 幹雄
理事長
荒川 修
代表
ドリアーノ・スリス
日本支所長
ﾃﾞｨｻﾝﾄ･ﾀﾞﾆｴﾚ
代表理事
藤井 芳広
代表
森山 日出夫
代表
川野 枝見子
分会長
田中 信行
理事長
馬場 菊代
理事長
上野 光 己
代表
二ノ坂 保喜
所長
廣瀬 兼明
理事長
田中 智範
会長
木下 巖
会長
古賀 道雄
会長
木下 巖

郵便
番号
8112113
8050001
8100041
8111313
8058512
8030814
8100001
8071264
8050031
8140161
8140032
8180136
8200017
8100021
8120016
8191304
8100021
8310002
8381307
8380059
8360862
8120011
8111112
8310016
8360802
8360842
8360811

所在地
糟屋郡須恵町須恵377-127
北九州市八幡東区高見2－6－3－207
福岡市中央区大名2-6-46 5階
あすみんボックス24
福岡市南区日佐3-42-1
福岡女学院大学南川研究室内
北九州市八幡東区平野1-6-1
九州国際大学内
北九州市小倉北区大手町11-4
北九州市大手町ビル3階
福岡市中央区天神1-10-1
福岡市役所 北別館5階
北九州市八幡西区星ヶ丘2-18-17
狩野様方
北九州市八幡東区槻田1-16-21
福岡市早良区飯倉3-1-26
福岡市早良区小田部1-3-13
太宰府市長浦台2-8-1
飯塚市菰田西3-18-11
福岡市中央区今泉1-18-25
福岡市博多区博多駅南2-1-5-8F
糸島市志摩櫻井3712番地12
福岡市中央区今泉2-1-40-902
大川市大字下林377-1
朝倉市古毛1340-1
朝倉市平塚530
大牟田市原山町136-1
福岡市博多区博多駅前3-6-1小森ビル4－A
福岡NPO共同事務所「びおとーぷ内」
福岡市早良区小笠木678-1
大川市大字酒見221-6
大川商工会館内2F
大牟田市日出町2-1-15
木下様方
大牟田市有明町2-3
大牟田市八尻町3-49
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電話番号
FAX番号
092-932-4081
092-932-4081
080-3469-3614
092-920-1873
092-920-1873
092-575-6059
093-662-8319
093-662-8319
093-583-3434
093-583-5195
092-734-7700
092-734-7711
093-619-1880
093-619-1880
093-652-5657
093-652-5657
092-851-2001
092-851-2008
090-2968-8411
092-925-7782
092-925-7782
0948-23-0292
0948-24-3471
092-761-8570
092-761-9229
092-292-0091
092-292-0093
090-5543-9149
０90-2718-6754
0944-87-9323
0944-87-9323
0946-52-2479
0946-52-2479
0946-24-9263
0946-24-9263
090-1879-1548
0944-54-6488
092-405-9870
092-405-9870
092-803-0311
092-803-0322
0944-86-5696
0944-86-5674
0944-56-3554
0944-56-3554
0944-41-2501
0944-41-2552
090-8408-6433
0944-56-3554

郵便
番号
8120013
812Joy Kogawa
0053
事務局
819山下 雅弘
0161
理事長
812久保井 摂
0054
代表
802ＫＩＤ's work（キッズワーク）
大久保 大助 0826
代表
820川筋太鼓保存会
小田 幸久 0084
一般財団法人 カンボジア地雷撤去 理事長
814キャンペーン (CMC)
大谷 賢二 0002
理事長
ハイダル・モハメ 810NPO法人 ＫＥＴＯＹ.jp
ド・ズルフィカル 0023
北九州＆アジア全国洋舞
実行委員長
803コンクール実行委員会
黒田 呆子
0861
800北九州インタープリテーション研究会 代表
原賀 いずみ 0251
会長
800北九州エスペラント会
高山 秀樹 0035
807北九州国際観光ガイド・通訳の会 会長
木村 博宣 0805
公益財団法人
理事長
805北九州国際技術協力協会
古野 英樹 0062
特定非営利活動法人
理事長
802北九州市国際文化交流協会
水上 晴喜
0071
北九州市職員国際交流・
会長
803協力ボランティア「翼の会」
西之原 鉄也 8501
特定非営利活動法人
理事長
802北九州市大連交流協会
大迫 益男 0001
社会福祉法人
理事長
804北九州市手をつなぐ育成会
北原 守
0067
会長
802北九州市日中友好協会
松永 成行
0014
823北九州スペイン語の会
新保 喜美
0014
一般社団法人
理事長
802北九州青年会議所
兒玉 雄太
0082
北九州ゾンタクラブ
会長
802国際ゾンタ26地区エリア4
三隅 佳子
0837
一般社団法人
会長
802北九州中小企業経営者協会
大迫 益男 0082
会長
804北九州日独協会
鳥居 浩
0021
会長
802北九州日米協会
高城 壽雄 8522
会長
802北九州ベトナム協会
木瀬 照雄 0022
802公益社団法人 北九州貿易協会 会長
田坂 良昭 0001
会長
805北九州ユニセフ協会
藤本 新二
0062
団体名
一般社団法人
ガールスカウト福岡県連盟
カナダ友好協会
韓国語で語ろう会
特定非営利活動法人
患者の権利オンブズマン
特定非営利活動法人

代表者名
連盟長
西 和子

所在地
福岡市博多区博多駅東2-13-21
ＧＳハイム博多102
福岡市東区箱崎5-11-6-808
福岡市西区今宿東2-11-12
福岡市東区馬出2-1-22
福岡五十蔵ビル4階
北九州市小倉南区横代南町1－6－15
飯塚市椿114-1
福岡市早良区西新1-7-10-702
福岡市中央区警固2丁目9-10-201
北九州市小倉北区篠崎5-7-12
北九州市小倉南区葛原3－11－5
北九州市門司区別院8-15-301
北九州市八幡西区光貞台2-21-5
北九州市八幡東区平野1-1-1
国際村交流センター4階
北九州市小倉北区黄金1-7-24 2階
ニードル・ワーク(有)内
北九州市小倉北区城内1-1
北九州市総務企画局国際部内
北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル8階
大連市人民政府駐西日本経済貿易事務所内
北九州市戸畑区汐井町1-6
ウェルとばた2F
北九州市小倉北区砂津2-5-13
宮若市下有木旭ヶ丘26 向井様方
北九州市小倉北区古船場町1-35
北九州市立商工貿易会館６階
北九州市小倉南区葉山町2-3-1
北九州市小倉北区古船場町1-35
北九州市立商工貿易会館1階
北九州市戸畑区一枝1-4-33
（社）西日本工業倶楽部内
北九州市小倉北区紺屋町13-1
毎日西部会館内
北九州市小倉北区赤坂4-20-24
株式会社ケンコーポレーション内
北九州市小倉北区浅野3-8-1
AIMビル4階
北九州市八幡東区平野1-1-1
国際村交流センター3階
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電話番号
FAX番号
092-473-6256
092-473-2061
090-1518-3031
092-934-3553
090-3419-4251
092-643-7579
092-643-7578
093-982-8153
093-982-8153
0948-24-7647
0948-43-3592
092-833-7676
092-833-7677
092-714-0758
092-714-0758
093-571-6718
093-571-6720
093-475-6254
093-475-6254
080-6423-8343
093-603-5846
093-662-7171
093-662-7177
093-922-2494
093-922-2493
093-582-2146
093-582-2176
093-551-6609
093-551-6669
093-884-1500
093-884-1501
093-533-3317
093-533-3318
090-3415-7130
093-531-7910
093-551-0212
093-962-7909
093-962-7909
093-541-0620
093-541-0628
093-871-1032
093-871-1071
093-541-0185
093-531-1799
093-522-1010
093-522-1030
093-541-1969
093-522-5120
093-661-7001
093-661-7111

団体名
財団法人 北九州YMCA
九州・インドネシア友好協会
九州・ウラル友好協会
九州沖縄・モンゴル友好協会
特定非営利活動法人
九州海外協力協会
九州経済国際化推進機構

代表者名
理事長
小川 健一郎
会長
橋田 紘一
代表
副島 浩
会長
河部 浩幸
会長
山部 征三
会長
麻生 泰
特定非営利活動法人九州元気の会 代表
黒田 清利
会長
九州・シルクロード協会
中田 稔
会長
九州・トルコ協会
三角 保 之
会長
九州日本香港協会
石原 進
NPO法人
代表
九州通訳・ガイド協会
町孝
会長
九州フランスパートナーズクラブ
末吉 紀雄
九州・ブルネイダルサラームクラブ 会長
津上 賢治
会長
九州ベトナム友好協会
矢頭 美世子
会長
九州・モンゴル”トーノ”友好会
オソルハン
ウムルベク
代表
行政書士 入管法研究会
緒方 幸一
特定非営利活動法人
理事長
草の根協働福岡
大神 伸男
会長
草の根国際交流「ひみこの会」
白土 芳昭
クラブ ワールド ピース ジャパン 支部長
福岡支部
池本 真一
特定非営利活動法人 車椅子レク 代表
ダンス普及協会
黒木 実馬
会長
久留米市日中友好協会
中嶋 道生
代表
久留米チベット文化交流会
中間 令三
代表
くるんて～ぷの会
原田 君子
理事長
NPO法人
グローバルライフサポートセンター
山下 ゆかり
ＫＩＴ－２１
代表
（黒崎イマジネーションチーム２１） 堀 敬治
代表
ヒッポファミリークラブ西日本
神川 孝紀
特定非営利活動法人
理事長
光栄会社中
原口 伊代子

郵便
番号
8020004
8150081
8180066
8150081
8120011
8100004
8140021
8128581
8120011
8120011
8120013
8100041
8120011
8158686

所在地
北九州市小倉北区鍛冶町2-3-13
福岡市南区那の川1-23-35
株式会社 九電工 広報グループ内
筑紫野市永岡668-43
福岡市南区那の川1-23-35
株式会社 九電工 本館7階
福岡市博多区博多駅前3-10-34
Mビル3号館2F AB号室
福岡市中央区渡辺通2-1-82
電気ビル共創館6F
福岡市早良区荒江3-32 23-401
福岡市東区箱崎6-19-1
九州大学大学院人文科学研究院
舩田研究室内
福岡市博多区博多駅前2-9-28
福岡商工会議所ビル1階
福岡市博多区博多駅前2-9-28
福岡商工会議所ビル1階
福岡市博多区博多駅東1-12-23
ＪＲ九州1ビル3階
福岡市中央区大名2-12-6 BLD.F3階
アンスティテュ・フランセ九州内
福岡市博多区博多駅前2-9-28
福岡商工会議所ビル1階
福岡市南区那の川1-6-14
株式会社やずや 総務室内

電話番号
FAX番号
093-531-1587
093-531-1589
092-523-1691
092-524-3269
092-9656-3377
092-928-5733
092-523-0140
092-523-3858
092-415-6536
092-415-6518
092-761-4261
092-724-2102
090-8627-0048
090-8352-4485
0947-42-1131
092-451-8610
092-451-8612
092-451-8610
092-451-8612
092-433-0183
092-433-0184
092-712-0904
092-712-0916
092-451-8610
092-451-8612
090-6429-0080
092-526-4223

8020983
8130036
8070824
8040012
8300048
8301122
8390862
8120011
8120026
8060022
8100081
8300027

北九州市小倉南区志徳2-1-43-1202
緒方行政書士事務所内
福岡市東区若宮2-41-10
北九州市八幡西区光明2-2-50
折尾東市民センター
北九州市戸畑区中原東2-1-1-205
久留米市梅満町1190-1-103
久留米市北野町今山977－3
事務局
久留米市野中町1173-7
おおわきコーポ301
福岡市博多区博多駅前3-6-1小森ビル4A
福岡ＮＰＯ共同事務所「びおとーぷ」内
福岡市博多区上川端町12-28
安田第一ビル6階
北九州市八幡西区藤田2-5-19
福岡市中央区舞鶴1-9-3-305
久留米市長門石2-10-13

093-965-0008
093-965-0008
092-201-5755
092-201-5755
093-601-8991
093-601-9001
093-873-3071
093-873-3072
0942-36-8280
0942-36-8281
0942-78-7055
090-2719-0258
0942-37-0159
092-586-4650
092-283-8891
092-283-8883
093-621-4780
093-621-4780
092-715-3859
092-274-8661
0942-32-5510
0942-32-5510
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団体名
代表者名
主宰
「五棋の会」福岡
泉水 朝史
独立行政法人 国際協力機構
所長
九州国際センター（JICA九州）
勝田 幸秀
NPO法人国際交流広場無窮花堂友好 理事長
親善の会
吉栁 順一
国際交流ホームヴィジットの会
会長
「ワールドフレンド」
田中 チドリ
国際交流ボランティア
代表
「ひびきの」
田中 友治
公益財団法人
理事長
国際東アジア研究センター
末吉 興一
ｶﾞﾊﾞﾅｰ
国際ロータリー第2700地区
穴井元明
特定非営利活動法人
理事長
心を伝える会
沢柳 則明
特定非営利活動法人
代表
子ども相談センター りんごの家
竹下 研 三
特定非営利活動法人
代表理事
子ども文化コミュニティ
高宮 由美子
コミュニティコミュニケーション・
代表理事
サポートセンター
椿原 恵
ザ・フレンドシップ・
会長
フォース・オブ福岡
中村 紀子
実行委員長
三・一文化祭実行委員会
金 逸根(キム イ
ルゲン)
特定非営利活動法人
理事長
サンシャイン・ネットワーク
副田 茂喜
公益社団法人
支部長
CISV日本協会 九州支部
皆川 達也
理事長
財団法人 自協学舎
西川 宗佳
代表
ジェンダースタディイングリッシュ
占部 祥男
理事長
NPO市民塾21
伊藤 豊仁
特定非営利活動法人
理事長
社会教育団体ベルポ会（碧派会） 鶴 ゆかり
代表
NPO任意団体しめテレビ
笠松 守
特定非営利活動法人
理事長
ＪＡＣＦＡ（ジャクファ）
浅海 道子
NPO法人
理事長
翔青会
松尾 俊和
特定非営利活動法人
女性エンパワーメントセンター福岡 松崎 百合子
特定非営利活動法人
吹上 紘子
スロー・ラボ
代表
セミナー企画室「コスモポリタンズ」
牟田 慎一郎
全国生涯学習まちづくり研究会さが 代表
紫園 来未
代表
創造性開発研究所
牟田 慎一郎

郵便
番号
8100028
8058505
8200005
8050069
8080144
8030814
8120011
8100001
8111202
8150032
8360002
8140133
8160821
8100001
8100075
8130012

所在地
福岡市中央区浄水通5-16-305
北九州市八幡東区平野2-2-1
飯塚市新飯塚24-3
飯塚労働会館3階
北九州市八幡東区前田1-6-6
田中様方
北九州市若松区高須東1-4-18
田中様方
北九州市小倉北区大手町11-4
北九州市大手町ビル6･7階
福岡市博多区博多駅前2-1-1
福岡朝日ビル5階
福岡市中央区天神3-6-24
スコ－レ第二天神405
筑紫郡那珂川町片縄西3-4-1
福岡市南区塩原3-22-1
徳永ビル201
大牟田市岬2854-32
福岡市城南区七隈1-9-45
春日市若葉台東1-9
オリエントハイツ304 朴康秀方
福岡市中央区天神2-3-10
天神パインクレストビル207
福岡市中央区港3-3-28
福岡市東区香椎駅東1-11-23

8060043
8120857
8112209
8120053
8060051
8100001
8120121
8380134
8100014
8380134

北九州市八幡西区青山2-9-6
福岡市博多区西月隈3-8-11-806
糟屋郡志免町王子3－14－2
福岡市東区箱崎5-11-6－808
北九州市八幡西区東鳴水2-10-1-2F
福岡市中央区天神4-9-12
光ビル3F
京都郡みやこ町豊津980番地1
小郡市下西鯵坂1493
福岡市中央区平尾1－6－11－605
小郡市下西鰺坂1493
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電話番号
FAX番号
090-6632-3917
092-210-5282
093-671-6311
093-671-0979
0948-28-6488
0948-28-6488
093-681-9052
093-681-9052
093-741-5055
093-741-5055
093-583-6202
093-583-6576
092-481-2650
092-481-2651
092-716-7381
092-731-7381
092-953-4023
092-953-4023
092-552-1540
092-561-9840
050-3606-8994
092-843-8264
092-843-8264
092-571-1133
092-571-1133
092-714-4834
092-714-4834
092-713-6639
092-713-6639
092-672-7637
092-672-7637
090-8350-8726
093-621-3361
093-621-3364
092-441-8059
092-451-5643
092-936-1825
092-936-1825
090-1518-3031
092-934-3553
093-632-6812
092-632-8167
092-738-0138
092-738-0138
090-6770-2481
0942-41-2080
092-402-5341
092-402-5340
090-6770-2481
0942-41-2080

団体名
特定非営利活動法人
育てよう未来のオリンピックメダリスト
特定非営利活動法人
ソルト・パヤタス
DIC福岡 （ディック福岡）
太宰府茶道文化連盟
多文化共生ちくし
小さな国際交流の会
NPO法人 ちっご未来塾
NPO法人
チェルノブイリ医療支援ネットワーク
中国農村部教育支援会
ラテン文化センター
ティエンポ
トラベルフロント
とりあえず日本語
西日本イタリア人協会
西日本・カンボジア友好協会
公益財団法人
西日本国際財団
西日本日独協会
西日本スリランカ奨学金協会
一般社団法人
西日本・ミャンマー国際交流協会
日華(台)親善友好慰霊訪問団
日韓映画文化交流研究会
日韓慶福交流会
日韓交流博多会（ナドリ倶楽部）
日中文化交流研究会

代表者名
理事長
岩井 正二郎
代表理事
小川 博
理事長
髙原 信一
会長
岡部 定一郎
代表
小田切 直人
野 口 照代
塾長/理事
空閑 重信

理事長
河上 雅夫
理事長
石下 秀臣

理事長
サンティアゴ・エレー
ラ

代表
野田 恒雄
池田 元
会長
ﾃﾞｨｻﾝﾄ･ﾀﾞﾆｴﾚ
会長
八頭司 正典
理事長
新藤 恒男
会長
池田 紘一

共同代表
江口正博・ピーター
フェルナンドブレ

代表理事
八谷 章
団長
小菅 亥三郎
事務局
松永登代子
会長
吉田 晃
会長
坂口 隆 義
代表
真崎 寿芳

日中友好協会 福岡県連合会

会長
一番ヶ瀬

特定非営利活動法人
日本環境保全ボランティアネットワーク
（ＪＣＶＮ）
日本ケルト協会
日本国際文化協会九州センター

理事長

宗幸

郵便
番号
8390811
8112307
8111246
8180131
8180071
8130016
8300018
8113102
8100014
8100041
8100041

所在地
久留米市山川神代1-8-17
粕屋郡粕屋町原町2-6-1
グレイス松浦104
筑紫郡那珂川町西畑58
太宰府市観世音寺2－1－1
筑紫野市二日市西1-7-1
福岡市東区香椎浜2-5-3-1001
久留米市通町6番地21
(株)西日本新聞広告社内
古賀市駅東2-6-26 パステル館203
福岡市中央区平尾2-3-15-303
福岡漢語学院内
福岡市中央区大名1-15-11
Daimyo11511ビル3階～5階
福岡市中央区大名1-14-28-201

8120016
8120011
8120011
8100012
8111347
8120013
8100001
8221101
8113212
8120011
8380103
8100004

福岡市博多区博多駅南2-1-5-8F
福岡市博多区博多駅前2-9-28
商工会議所ビル1階
福岡市博多区博多駅前1-3-6
西日本シティ銀行本店別館内
福岡市中央区白金2-9-6
城島印刷（株）気付け
福岡市南区野多目2-27-30
福岡市博多区博多駅東2-5-28
博多偕成ビル2Ｆ
福岡市中央区天神1-3-38
(株)日本教育開発 内
田川郡福智町赤池371－45
福津市福間南1-18-20
福岡市博多区博多駅前2-1-1
福岡朝日ビル5階 韓国観光公社福岡支社内
小郡市三国が丘2-181
福岡市中央区渡辺通り2-8-23
樋口ビル3階

811- 糟屋郡志免町桜丘3-32-1
2201
代表
812- 福岡市博多区麦野1-28-44
山本 啓湖
0882
鯉の会 代表 812- 福岡市博多区下呉服町3-9
西川 鯉近 0034
重松 敏則
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電話番号
FAX番号
0942-80-1666
0942-44-3771
092-939-3633
092-939-3633
092-952-4490
092-952-4490
092-028-7800
092-928-7805
090-7475-4716
092-662-7690
092-662-7690
0942-38-8686
0942-32-6200
092-944-3841
092-944-3841
092-522-9587
092-522-9587
092-762-4100
092-762-4104
092-984-6292
092-984-6292
080-2721-5216
092-292-0091
092-292-0093
092-451-8610
092-451-8612
092-476-2154
092-476-2634
092-524-0059
092-524-0059
092-566-8835
092-566-8835
092-414-0066
092-721-0101
092-725-3190
080-4271-0712
0940-42-8831
0940-42-8831
092-561-1127
092-561-1127
0942-75-8287
092-761-0604
092-761-0604
092-935-8255
092-215-3966
092-935-8255
092-215-3966
092-574-0331
092-574-0331
092-281-1787
092-281-1787

郵便 所 在 地
番号
810- 福岡市中央区渡辺通り2-1-82
0004 電気ビル第二別館3階
810- 福岡市中央区大手門1-2-23－1207号
0074
811- 糟屋郡新宮町下府1-2-31
0112 堀田様方
810- 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡8階 国連
0001 ハビタット福岡本部内
820- 飯塚市有安958-5
0111
812－ 福岡市博多区東平尾公園2-1-3
0852 福岡県立総合プール２階
810- 福岡市中央区天神4-1-18
0001 サンビル5階
819- 福岡市西区能古516-1
0012
810- 福岡市中央区大手門1-2-19
0074
812- 福岡市東区箱崎3-18-8
齋藤 皓彦
0053
代表
810牟田 慎一郎 0041 小郡市下西鯵坂1493
代表
814二ノ坂 保喜 0002 福岡市早良区西新5-4-20
代表
香口・ラハマン・モハ 812- 福岡市東区貝塚団地4-405
0052
マド・ファズル
代表
810前田 秀一郎 0041 福岡市中央区大名2-4-31-401
会長
810- 福岡市中央区天神1-10-1
橋田 紘一 0001 福岡市役所北別館6階
会長
810- 福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡3階
有川 節夫 0001 （公財）福岡県国際交流センター内
会長
816- 春日市光町2丁目12番地
福岡・ウガンダ友好協会
Livingstone
0852 リビングストーン様方
Kyeyune
会長
810- 福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡2F
福岡SGG クラブ
小菅 隆邦 0001 文化観光情報ひろば内
会長
810- 福岡市中央区渡辺通2-1-82
福岡カナダ協会
貫 正義
0004 九州電力(株)地域共生本部内
公益財団法人
会長
810- 福岡市中央区天神1-10-1
福岡観光コンベンションビューロー 末吉 紀雄 0001 市役所北別館1階
代表幹事
810- 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号
福岡経済同友会
貫 正義
0004 電気ビル共創館5F
会長
810- 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡8階
福岡県海外移住家族会
武藤 英治 0001 （公財）福岡県国際交流センター内
会長
812- 福岡市博多区東公園7-7
福岡県国際農業者交流協会
幸田 剛
0045 経営技術支援課後継人材育成室
会長
812福岡県青年海外協力協会
小田 哲也 0011 福岡市博多区博多駅前3-10-34 Mビル3号館2階
福岡県青年海外協力協会
支部長
801- 北九州市門司区鳴竹1-4-18
北九州支部
山田 雅美
0881
812- 福岡市博多区博多駅前2-9-28
福岡県青年海外協力隊を支援する会 会長
川村 正
0011 福岡商工会議所ビル1階
812- 福岡市博多区博多駅前2-9-28
福岡県中小企業経営者協会連合会 会長
小林 尊司 0011 福岡商工会議所ビル１階

団体名
日本国際連合協会福岡県本部
特定非営利活動法人
日本語サポートあさ
日本コリア協会・福岡
日本ハビタット協会 福岡支部
一般社団法人
日本ベラルーシ商工振興会
日本ボーイスカウト福岡県連盟
日本ユーラシア協会 福岡県連合会
能古島青少年育成協会
NPO法人
博多笑い塾
特定非営利活動法人
箱崎自由学舎 ESPERANZA
ハビタット福岡市民の会
特定非営利活動法人
バングラデシュと手をつなぐ会
バングラディシュピルガゾン村
診療所実行委員会
福岡アジア映画祭実行委員会
公益財団法人
福岡アジア都市研究所
福岡ＥＵ協会

代表者名
本部長
鎮西 正直
代表
小川ひろみ
理事長
堀田 広治
支部長
牟田 慎一郎
理事長
松下 爾仁
連盟長
小川 洋
事務局長
高野瀬 直治
代表世話人
伊高 哲郎
理事長
小野 義行
理事長
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電話番号
FAX番号
092-713-8115
092-761-6762
090-9589-4131
092-725-5294
092-962-0618
092-962-0618
092-724-7121
092-724-7124
0948-80-1277
0948-83-1132
092-624-3755
092-624-3717
092-751-2776
092-751-2776
092-891-5344
092-891-5367
092-714-1880
092-714-1880
092-643-8615
092-643-8625
090-6770-2481
0942-41-2080
092-844-1369
092-844-1369
090-9490-9333
092-733-0949
092-733-5686
092-733-5680
092-725-9200
092-725-9206
092-586-7591
092-586-7592
092-725-9100
092-761-3064
092-761-3064
092-733-5050
092-733-5055
092-721-4901
092-721-4902
092-725-9204
092-725-9205
092-643-3495
092-643-3470
092-415-6536
092-415-6518
093-321-8281
092-451-8593
093-451-9379
092-451-8593
092-451-9379

団体名
福岡県日韓親善協会
福岡県日中友好協会
福岡県弁護士会
福岡県留学生会（FOSA)
社団法人
福岡国際ミズの会
福岡国際友好会
福岡市姉妹都市委員会
福岡商工会議所
福岡・シンガポール友好協会
福岡スペイン友好協会
福岡青少年音楽の翼オーケストラ
福岡ちんぐの会
福岡通訳協会
一般社団法人
福岡・デンマーク協会
福岡トルコ友好協会
福岡日伊協会
福岡日英協会
福岡日豪協会
福岡日仏協会
福岡日米協会
福岡日華親善協会
福岡日本チェコ協会
福岡日本・フィンランド協会
福岡ニュージーランド友好協会
福岡・ネパール児童教育振興会
福岡・ノルウェー友好協会

代表者名
会長
田中 浩二
会長
松本 龍
会長
古賀 和孝
会長
Kumar
dharmendra
会長
稗田 慶子
代表
ルイス・マトス
委員長
髙島 宗一郎
会頭
末吉 紀雄
会長
松井 和子
会長
末松 修
常任指揮者
山本 成宏
会長
樋口 圭子
会長
高島 収
会長
かねこ しんぞう
代表
小宮 裕美
会長
本田 正寛
会長
新藤 恒男
会長
松尾 新吾
会長
小林 晶
会長
竹島 和幸
会長
天岡 健
会長
田添一正
会長
中村 茂徳
会長
山口 毅
会長
篠隈 光 彦
会長
末吉 紀雄

郵便
番号
8120013
8120054
8100043
8100001
8140104
8100073
8108620
8128505
8120011
8100001
8100025
8100033
8110213
8100041
8100041
8120011
8120011
8100004
8140133
8100001
8120014
8112201
8120016
8158550
8100042
8128650

電話番号
所在地
FAX番号
092-471-0904
福岡市博多区博多駅東1-12-23
ＪＲ九州1号ビル5階
092-483-2677
092-651-1055
福岡市東区馬出1-1-19
（株）松本組気付
092-651-1055
092-741-6416
福岡市中央区城内1-1
092-715-3207
092-725-5663
福岡市中央区天神1-1-1
アクロス福岡3階福岡県留学生サポートセンター運
営協議会内
092-725-5663
留学生サポートセンター内
092-851-2531
福岡市城南区別府5－7－1
学校法人中村学園法人本部内
092-841-7762
092-735-1800
福岡市中央区舞鶴1-3-31
ハイラーク舞鶴519
092-733-1003
092-711-4023
福岡市中央区天神1-8-1
福岡市総務企画局国際部内
092-733-5597
092-441-1117
福岡市博多区博多駅前2-9-28
092-441-1149
092-451-8593
福岡市博多区博多駅前2-9-28
福岡商工会議所ビル1階
092-451-9379
092-717-2071
福岡市中央区天神2-14-8
福岡天神センタービル16階
092-713-0112
総合メディカル(株)内
092-521-6858
福岡市中央区薬院伊福町11-1
092-521-6858
090-7920-7527
福岡市中央区小笹4-18-6
092-531-6919
092-608-0181
福岡市東区和白丘4-25-7 （事務局）
092-608-0181
福岡市中央区大名2-6-31大名コーポラス703
（株）QPHOTO内
092-724-1100
福岡市中央区大名2-6-46
福岡市ＮＰＯボランティア交流センター
連絡ボックス53号
092-476-2153
福岡市博多区博多駅前1-3-6
西日本シティ銀行本店別館内
092-476-2634
092-476-2155
福岡市博多区博多駅前1-3-6
西日本シティ銀行本店別館内
092-476-2634
092-726-1689
福岡市中央区渡辺通2-1-10
十八銀行ビル3階
092-726-1693
092-821-5088
福岡市城南区七隈1-11-50
末永文化センター内
092-734-1186
092-734-1552
福岡市中央区天神1-11-17
西日本鉄道株式会社総務部内
092-722-1405
092-431-4961
福岡市博多区比恵町9-24
福岡クロス工業株式会社内
092-415-2016
092-935-8255
糟屋郡志免町桜川丘3－32－1
重松朝子様方
092-935-8255
092-481-5599
福岡市博多区博多駅南6-13-21-4階
092-481-5599
092-452-1654
福岡市南区五十川1-1-1
福太郎ビル内
092-475-7770
092-712-4351
福岡市中央区赤坂1-12-6
赤坂Ｓビルディング6階
092-771-2733
092-641-8581
福岡市東区箱崎7-9-66
コカ・コーラウエスト（株）内
092-632-5659
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団体名
福岡・フィリピン友好協会

代表者名

川村 正
「福岡・釜山交流ひろば」実行委員会 代表
日下部 信
福岡・ブルガリア共和国友好協会 会長
安井 玄一郎
会長
福岡フレンドリークラブ
大江 ひろみ
会長
福岡・マレーシア友好協会
松永 守央
会長
福岡・ＵＳオークランド友好協会
佐藤 雅美
代表
福岡ユナイテッドチルドレン
黒木 玲子
一般財団法人
会長
福岡ユネスコ協会
小田原 智一
会長
福岡・ラオス友好協会
津田 悦夫
理事長
（財) 福岡YMCA
齋藤 皓彦
代表理事
（財）福岡YWCA
中本 かほる
会長
福津・慶州文化親善交流会
吉田 晃
フレンドシップ日本語学校
永吉 美知子
会長
ペシャワール会
後藤 哲也
代表
Belle International
立川 和子
特定非営利活動法人
代表
ボディパーカッション協会
山田 俊之
特定非営利活動法人
理事長
ビーチスポーツクラブ
遠藤 和馬
北九州再発見 ミャンマー学校支援の 代表
会
民谷 喜美子
福山 豊次
みんなでグローバル
代表
ムグンファの会
浦橋 勝信
NPO法人
代表
紫川を守る会
吉村 朋美
社団法人
理事長
柳川青年会議所
龍 俊夫
会長
八女ＳＧＧクラブ
田中 勝利
ンチャー
ライオンズクラブ国際協会337－A リゾ
パー ソン
地区2R
黒木 善弘
NPO法人
理事長
ライオンズの森プロジェクト
山崎 広太郎

郵便
番号
8120011
8330055
8120013
8100029
8120011
8150082
8100041
8100022
8128505
8140133
8100073
8113212
8120011
8100041
8160943
8300059
8100003
8020077
8330055
8030275
8020841
8320045
8340074
8100001
8150075

電話番号
所在地
FAX番号
092-451-8610
福岡市博多区博多駅前2-9-28
福岡商工会議所ビル1階
092-451-8612
0942-36-8280
筑後市熊野899-14
0942-36-8281
092-436-8882
福岡市博多区博多駅東2-1-23
（株）サニックス本社内
092-436-8883
092-531-2346
福岡市中央区平尾浄水町1-1
大江様方
092-524-1301
福岡市博多区博多駅前2-9-28
092-451-8610
福岡商工会議所ビル1階
092-451-8612
092-521-0845
福岡市南区大楠1-24-4
（株）九食内
092-521-6711
福岡市中央区大名2丁目6-46福岡市NPO・ボラン 090-6770-2481
ティア交流センターあすみんBOX59
0942-41-2080
092-715-8768
福岡市中央区薬院2-4-5-702
092-733-1291
福岡市博多区博多駅前2-9-28
092-452-0707
福岡商工会議所ビル7階
092-452-0700
（社）福岡貿易会内
092-831-1771
福岡市城南区七隈1-1-10
092-822-8701
092-741-9251
福岡市中央区舞鶴2-8-15
092-712-2515
0940-42-8831
福津市福間南1-18-20
0940-42-8831
080-3220-2104
福岡市博多区博多駅前2-10-12
ハイラーク513
050-1454-2792
092-731-2372
福岡市中央区大名1-10-25-603
092-731-2373
080-3379-0531
大野城市白木原1-8-3-501
092-586-3811
0942-32-5738
久留米市江戸屋敷2-4-33-1
0942-32-5738
092-724-3707
福岡市中央区春吉3-21-21
春野ビル2階
092-738-2243
093-531-8886
北九州市小倉北区馬借3丁目5番11-202
093-531-8886
0942-34-7235
筑後市熊野291-1
どろんこ保育内
0942-54-1937
093-451-5162
北九州市小倉南区高野3-13-2
093-451-5162
093-951-5757
北九州市小倉南区北方1-3-10
093-951-5758
0944-73-4015
柳川市本町117-2
柳川商工会館別館２階
0944-73-1511
0943-37-0256
八女市立花町谷川1105-2
0943-37-0259
092-771-5783
福岡市中央区天神3-15-24
三天第一ビル3階
092-771-9676
092-511-6830
福岡市南区長丘2丁目2-29CRCビル3F
092-511-6830
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電話番号
FAX番号
092-920-5679
092-920-5679
093-603-7678
093-603-7678
093-922-6470
093-921-8962
0942-38-8178
0942-38-8178
０92-511-6417
０92-511-6417
092-883-8658
福岡市西区豊浜1－10－1
092-883-8658
0942-38-1573
久留米市旭町51-2
0942-38-1502
※これらの団体は県が個別に事業内容を審査及び認定したわけではありません。
（（公財）福岡県国際交流センター、県国際交流局）

団体名
ラブ・グリーンの会
ラボ・インターナショナル・ボランティア
リーダー 北九州の会
特定非営利活動法人
ロシナンテス
特定非営利活動法人
ワールド総合企画
ＮＰＯ法人
和の文化研究会
ワレワレワークス
特定非営利活動法人
ワンストップリーガルネット

代表者名
理事長
西 秀樹
大内 清子
理事長
川原 尚行
理事長
張 雪松
理事長
荒木 正見
主宰
マニシア
理事長
大内田 治男

郵便
番号
8180053
8070805
8020066
8300061
8100004
8190014
8300004

所在地
筑紫野市天拝坂1-6-9
北九州市八幡西区光貞台3-14-11
大内様方
北九州市小倉北区萩崎町9-35
久留米市津福今町292-1
3棟8号
福岡市中央区渡辺通５丁目４番３号
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