３７.県内の民間国際交流団体

アジア開発銀行福岡NGOフォーラム

代表
吾郷 健二

郵便
所 在 地
番号
812- 福岡市博多区博多駅前3-6-1 小森ﾋﾞﾙ4A （特
0011 活）NGO福岡ﾈｯﾄﾜｰｸ気付

公益財団法人
アジア女性交流・研究フォーラム

理事長
堀内 光子

803- 北九州市小倉北区大手町11-4
0814 北九州市大手町ビル3階

NPO法人アジア太平洋こども会議・イン福岡

理事長
麻生 泰

810- 福岡市中央区天神1-10-1
0001 福岡市役所 北別館5階

アジアの森を育てる会

代表世話人
狩野 隆一

807北九州市八幡西区星ヶ丘2-18-17
1264

Upple

代表
原水 敦

807北九州市八幡西区折尾２丁目４－１９ １号室
0825

アフリカ日本文化交流団体

会長
ムソケ モーゼス

814福岡市早良区小田部7-3-15
0032

一般社団法人 飯塚青年会議所

理事長
國武 裕仁

820飯塚市菰田西3-18-11
0017

NPO法人 いきいき薬膳研究会

理事長
北村 眞知子

806北九州市八幡西区鉄竜１丁目1-49-906
0058

岩田亮子を支援するボランティアの会

会長
高崎 正和

812福岡市東区松島2-9-5
0062

公益財団法人 ＡＦＳ日本協会福岡支部

支部長
髙橋 隆子

810福岡市中央区平和3-7-9
0016

080-3398-2594

特定非営利活動法人 エスペランサ

理事長
馬場 菊代

838朝倉市平塚530
0059

特定非営利活動法人
NGO福岡ネットワーク

代表理事
二ノ坂 保喜

812- 福岡市博多区博多駅前3-6-1
0011 小森ビル4A NPO共同事務所「びおとーぷ」内

公益財団法人
オイスカ西日本研修センター

所長
廣瀬 兼明

811福岡市早良区小笠木678-1
1112

大牟田市日中友好促進会議

会長
中尾 昌弘

836大牟田市有明町2-3
8666

大牟田地区日中友好協会

会長
小野 晃

836大牟田市新栄町2丁目13-2
0042

カナダ友好協会

会長
ジョイ・コガワ

811福岡市東区箱崎5-11-7-306
0053

カリブーニ ひまわりの会

代表
中原 由美子

807北九州市八幡西区鷹見台四丁目13-3
0853

韓国語で語ろう会

事務局
山下 雅弘

819福岡市西区今宿東2-11-12
0161

0946-24-9263
0946-24-9263
092-405-9870
092-405-9870
092-803-0311
092-803-0322
0944-41-2501
0944-41-2552
0944-57-5081
0944-57-5081
092-934-3553
092-934-3553
093-602-5392
093-883-8393
090-3419-4251

一般財団法人
カンボジア地雷撤去キャンペーン

理事長
大谷 賢二

814福岡市早良区西新1-7-10-702
0002

北九州国際観光ガイド・通訳の会
(北九州SGGクラブ）

会長
木村 博宣

807北九州市八幡西区光貞台2-21-5
0805

公益財団法人 北九州国際技術協力協会

理事長
古野 英樹

805- 北九州市八幡東区平野1-1-1
0062 国際村交流センター4階

北九州国際交流団体ネットワーク
（キーネット）

会長
服部 祐充子

806- 北九州市八幡西区黒崎3丁目15-3コムシティ3
0021 階（公財）北九州国際交流協会内

北九州再発見

代表
民谷 喜美子

802北九州市小倉南区徳力団地131-203
0975

特定非営利活動法人
北九州市大連交流協会

理事長
大迫 益男

804北九州市戸畑区中原新町3番3号
0003

一般社団法人 北九州青年会議所

理事長
野上 裕貴

802- 北九州市小倉北区古船場町1番35号
0082 北九州市立商工貿易会館 6F

一般社団法人 北九州青年経営者会議

会長
丹生谷 雅俊

806北九州市八幡西区屋敷2丁目14-34
0006

北九州日米協会

会長
髙城 壽雄

802- 北九州市小倉北区紺屋町13-1
8522 北九州商工会議所内

公益社団法人 北九州貿易協会

会長
田坂 良昭

802- 北九州市小倉北区浅野3-8-1
0001 AIMビル8階

団 体 名

代表者名
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電話番号
FAX番号
092-920-1873
092-920-1873
093-583-3434
093-583-5195
092-734-7700
092-734-7711
093-619-1880
093-619-1880
090-3595-7970
020-4664-2325
090-9728-2940
092-865-2773
0948-23-0292
0948-24-3471
093-631-6434
093-631-6434
080-1795-5467

092-833-7676
092-833-7677
080-6423-8343
093-603-5846
093-662-7171
093-662-7177
093-643-5931
093-643-6466
090-2968-1991
093-482-4282
070-5531-3839
050-3153-1112
093-531-7910
093-551-0212
093-863-0157
093-863-0404
093-541-0185
093-531-1799
093-541-1969
093-522-5120

特定非営利活動法人 九州海外協力協会

会長
弓場 秋信

郵便
所 在 地
番号
812福岡市博多区店屋町4-8 蝶和ビル503
0025

特定非営利活動法人 九州元気の会

代表
黒田 清利

814福岡市早良区荒江3-32-23-401
0021

九州・トルコ協会

会長
副島 隆

812- 福岡市博多区博多駅前2-9-28
0011 会議所ビル1階

九州日中文化協会

会長

九州日本香港協会

会長
石原 進

812- 福岡市博多区博多駅前2-9-28
0011 福岡商工会議所ビル１階

九州・ネパール友好協会

代表理事
大津 正樹

812- 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビ
0013 ル4F-D

九州フランスパートナーズクラブ

会長
藤永 憲一

810- 福岡市中央区大名2-12-6 アンスティチュ・フラ
0041 ンセ九州内 （事務局担当 三好 礼子）

九州・ブルネイダルサラームクラブ

会長
渡辺 義朗

8120011

九州ベトナム友好協会

会長
佐々木 有三

8108720

行政書士 入管法研究会

代表
中川 靖啓

8070085

特定非営利活動法人
草の根協働福岡

理事長
大神 伸男

8130036

草の根国際交流ひみこの会

会長
中野 フミ江

8070824

久留米市日中友好協会

会長代行
稲積 茂紀

8300033

特定非営利活動法人
グローバルライフサポートセンター

代表理事
山下 ゆかり

8120026

ＧｏＬＤＥＮ ＣＨＩＬＤ

代表理事
金子 亮太

8000205

国際九州理美容研究連合会

会長
中島 滝二

814福岡市城南区友丘2-2-42
0112

団 体 名

代表者名

張 晶

812- 福岡市博多区下呉服町6-26 加藤ビル1F
0034 （有）理興商会内

電話番号
FAX番号
092-710-5310
092-710-5304
092-834-5542
092-834-5764
092-451-8610
092-451-8612
092-976-0795
092-976-0795
092-451-8610
092-451-8612
092-526-5896

092-712-0904
092-712-0916
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
092-726-1946
福岡市中央区渡辺通2丁目1-82
九州電力株式会社 国際室内
092-726-2951
093-981-0859
北九州市八幡西区塔野2-5-3
中川行政書士事務所内
093-981-0859
092-981-6251
福岡市東区若宮2-41-10
092-981-6251
093-611-1211
北九州市八幡西区光明2-2-50
093-611-1211
0942-32-6070
久留米市天神町116 永利ビル2－D
0942-32-6070
092-283-8891
福岡市博多区上川端町12-28
安田第一ビル6階
092-283-8883
北九州市小倉南区沼南町二丁目2番26 107号 080-6497-3382
室

NPO法人 国際教育支援機構 スマイリーフラ 代表
ワーズ
窪田 広信

810福岡市中央区大名2-10-1-A601
0041

国際交流ホームヴィジットの会
「ワールドフレンド」

代表
田中 チドリ

805北九州市八幡東区前田1-6-6
0069

国際交流ボランティア「ひびきの」

代表
田中 友治

808北九州市若松区高須東1-4-18
0144

特定非営利活動法人
子ども文化コミュニティ

代表理事
髙宮 由美子

815福岡市南区塩原3-22-1-201
0032

一般財団法人
サニックススポーツ振興財団

代表理事
宗政 寛

811宗像市吉留46-1
4153

ザ・フレンドシップ・フォース・オブ・福岡

会長 中村 紀
子

814福岡市城南区七隈1-9-45
0133

三・一文化祭実行委員会

実行委員長
金 逸根

816- 春日市若葉台東1-9
0821 オリエントハイツ304 朴康秀方

ＮＰＯ法人 習悦中文学校

校長
盧 存偉

812- 福岡市東区二又瀬3番12号オフィスパレア二又
0066 瀬Ⅰ １号室

ＮＰＯ法人 翔青会

理事長
松尾 俊和

806北九州市八幡西区東鳴水2-10-1-2F
0051

NPO法人
女性エンパワーメントセンター福岡

理事
松﨑 百合子

810福岡市中央区天神4-9-12 光ビル3F
0001

ジンバブエ・福岡異文化交流支援の会

会長
杉浦 英子

819福岡市西区今宿東3-6-3
0161

須恵町国際交流協会

会長
東 好男

811糟屋郡須恵町須恵377-127
2113

セミナー企画室「コスモポリタンズ」

代表
牟田 慎一郎

838小郡市下西鯵坂1493
0134
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092-871-6006
092-871-6006
092-791-4360
092-791-4361
093-681-9052
093-681-9052
093-741-5055
093-741-5055
092-552-1540
092-561-9840
0940-33-2299
0940-33-3160
092-843-8264
092-843-8264
092-571-1133
092-571-1133

093-632-6812
093-632-8167
092-738-0138
092-738-0138
090-9071-5144
092-806-6667
092-932-4081
092-932-4081
090-6770-2481
0942-41-2080

団 体 名

代表者名

特定非営利活動法人 全日本少林拳武徳会 代表
友志会
森實 伸二
創造性開発研究所

代表
牟田 慎一郎

一般社団法人 地域企業連合会 九州連携機 会長
構
小早川 明徳

郵便
所 在 地
番号
814福岡市早良区有田1-35-8
0033
838小郡市下西鰺坂1493
0134
812- 福岡市博多区博多駅前2-9-28 福岡商工会
0011 議所ビル１階

小さな国際交流の会

代表
野口 照代

筑豊SGG クラブ

事務局
鈴木 俊子

822直方市上新入1956-1
0033

NPO法人 チャリティーサンタ北九州支部

代表
三浦 智史

807- 北九州市八幡西区藤原4丁目1番38号 クロー
0873 バー藤原201号室

NPO法人 中国農村部教育支援会

理事長
石下 秀臣

810- 福岡市中央区平尾2-3-15-303
0014 福岡漢語学院内

認定特定非営利活動法人 Teach For Japan

代表理事
松田 悠介

810- 福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル3階
0041 OnRAMP内

DIC 福岡

理事長
髙原 信一

811筑紫郡那珂川町大字西畑58
1246

公益財団法人 西日本国際財団

理事長
久保田 勇夫

812- 福岡市博多区博多駅前1-3-6
0011 西日本シティ銀行本店別館内

西日本・カンボジア友好協会

会長
江頭 和彦

812- 福岡市博多区博多駅前2-9-28
0011 商工会議所ビル１階

西日本スリランカ奨学金協会

代表
江口 正博

811福岡市南区野多目2-27-30
1347

西日本台湾学友会

会長
吉沢 浩毅

814福岡市早良区次郎丸6丁目1-7
0165

西日本日独協会

会長
岡嶋 泰一郎

810- 福岡市中央区白金2-9-6
0012 城島印刷（株）気付

日華(台)親善友好慰霊訪問団

団長
小菅 亥三郎

810- 福岡市中央区天神1-3-38
0001 (株)日本教育開発 内

日韓音楽交流協会

会長
尾関 正敏

839久留米市合川町422-18
0861

日韓慶福交流会

会長
吉田 晃

811福津市福間南1-18-20
3212

認定NPO法人
日本車椅子レクダンス協会

理事長
黒木 実馬

830久留米市梅満町1190-1-103
0048

日本ケルト協会

代表
山本 啓湖

812福岡市博多区麦野1-28-44
0882

一般財団法人 日本国際協力センター(JICE) 支所長
九州支所
吉村 純

802北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル7F
0001

一般社団法人
日本国際文化協会 九州センター

鯉の会代表
西川 鯉近

810福岡市中央区大手門1-2-18-1004
0074

日本国際連合協会 福岡県本部

本部長
薬真寺 偉臣

810- 福岡市中央区渡辺通2-1-82
0004 電気ビル第2別館

日本ハビタット協会 福岡支部

理事・支部長
牟田 慎一郎

8380134

日本BPW北九州クラブ

会長
花崎 正子

8030834

日本ベトナム友好協会 福岡支部

支部長
大島 浩一

8140153

一般社団法人
日本ベラルーシ商工振興会

代表理事
松下 爾仁

8200111

日本ユーラシア協会 福岡県連合会

事務局長
高野瀬 直治

8100001

ハートフルネット福岡

代表
佐伯 康介

8140106

電話番号
FAX番号
090-4585-5234
092-851-4747
090-6770-2481
0942-41-2080
092-451-8610
092-451-8612
092-662-7690
092-662-7690
0949-24-3017
0949-24-3017
080-2747-4697
092-522-9587
092-929-0208

092-952-4490
092-952-4490
092-476-2154
092-476-2634
092-451-8610
092-451-8612
092-566-8835
092-566-8835
092-861-8110
092-861-8110
092-524-0059
092-721-0101
092-725-3190
0942-45-6655
0942-45-6670
0940-42-8831
0940-42-8831
0942-36-8280
0942-36-8281
092-574-0331
092-574-0331
093-512-3620
093-512-3625
090-3732-4996

092-713-8115
092-761-6762
090-6770-2481
小郡市下西鰺坂1493
0942-41-2080
093-582-6738
北九州市小倉北区都1-9-12
093-582-6738
092-861-0455
福岡市城南区樋井川1-3-17
092-861-0455
0948-80-1277
飯塚市有安958-5
0948-83-1132
092-751-2776
福岡市中央区天神4-1-18 サンビル5階
092-751-2776
福岡市城南区別府団地アーベインルネス別府 080-8376-7972
4-702
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NPO法人 博多笑い塾

理事長
小野 義行

郵便
所 在 地
番号
810福岡市中央区大手門1-2-19
0074

特定非営利活動法人
箱崎自由学舎 ESPERANZA

理事長
樋口 健蔵

812福岡市東区箱崎3-18-8
0053

ハビタット福岡市民の会

代表
牟田 慎一郎

838小郡市下西鯵坂1493
0134

BPW福岡クラブ「福岡虹の会」

会長
田島 安江

814福岡市城南区樋井川2-5-44 山村方
0153

特定非営利活動法人 東アジア交流学院

理事長
井上 和人

830久留米市天神町116番地 永利ビル2-Ｄ
0033

ヒッポファミリークラブ西日本

代表
神川 孝紀

810福岡市中央区舞鶴1-9-3-305
0073

福岡アジア映画祭実行委員会

代表
前田 秀一郎

810- 福岡市中央区大名2-4-31-401
0041

公益財団法人 福岡アジア都市研究所

会長
橋田 紘一

810福岡市中央区天神1-10-1
0001

福岡ＥＵ協会

会長
久保 千春

810- 福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡8階 （公
0001 財）福岡県国際交流センター内

会長
ｸﾏﾙ ﾀﾞﾙﾒﾝﾄﾞﾗ
会長
ﾁｪﾕﾈ ﾘｳﾞｨﾝｸﾞｽﾄ
ﾝ
会長
中邨 勝

810福岡市中央区平尾1-13-12-302
0014

福岡SGG クラブ

会長
永木 共一

8180043

福岡カナダ協会

会長
貫 正義

8100004

福岡帰国留学生交流会

会長
林 安徳

8100054

福岡経済同友会

代表幹事
貫 正義

8100004

福岡県海外移住家族会

会長
武藤 英治

8100001

福岡県国際農業者交流協会

会長
日下部 幸憲

8128577

福岡県ささゆりのように

会長
三次 文子

8380228

福岡県青年海外協力協会

会長
小田 哲也

8120025

福岡県青年海外協力隊を支援する会

会長
遠藤 恭介

8120011

団 体 名

福岡インド友好協会（FIFA)
特定非営利活動法人
福岡・ウガンダ友好協会
福岡・ウズベキスタン友好協会

代表者名

電話番号
FAX番号
092-714-1880
092-714-1880
092-643-8615
092-643-8625
090-6770-2481
0942-41-2080
092-801-8614
092-801-8614
0942-35-2849
0942-35-2849
092-715-3859
082-274-8848
092-733-0949
092-733-5686
092-733-5680
092-725-9204
092-725-9205
090-9499-8681

092-982-7276
092-982-7276
092-864-2420
福岡市早良区干隈5丁目11-19
092-864-2420
050-3728-5269
筑紫野市むさしケ丘1-13-16
050-3728-5269
092-761-3064
福岡市中央区渡辺通2丁目1-10
十八福岡ビル3階
092-761-3064
0940-43-0128
福岡市中央区今川1-26-30 白土 悟気付
0940-43-0128
092-721-4901
福岡市中央区渡辺通2-1-82
電気ビル共創館5F
092-721-4902
福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡8F （公 092-725-9204
財）福岡県国際交流センター内
092-725-9205
福岡市博多区東公園7-7 (福岡県農林水産部 092-643-3495
経営技術支援課後継人材育成室）
092-643-3516
092-926-0119
朝倉郡筑前町二33-18
092-926-0119
福岡市博多区店屋町4-8 蝶和ビル503 九州海 092-710-5310
外協力協会（NPO九州）内
092-710-5304
092-451-8610
福岡市博多区博多駅前2-9-28
商工会議所ビル１階
092-451-8612
092-710-7781
福岡市博多区博多駅東2-9-25 アバンダント
84-203号
092-710-7782
092-474-6642
福岡市博多区博多駅前4-13-27
グランドハイツ博多808号
092-292-8058

816春日市紅葉ヶ丘西3-2-1
0832
8140163

一般社団法人 福岡県中小企業診断士協会 会長
海外ビジネス研究会
鐘江 敏行

8120013

福岡県日本中国友好協会

会長代理
中村 誠治

8120011

福岡県弁護士会

会長
上田 英友

810福岡市中央区六本松4丁目2番5号
0044

福岡県留学生会

会長
Luu Van Cuong

810- 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡3F 福
0001 岡県留学生サポートセンター内

福岡広州ライチ倶楽部

事務局長
千葉 由紀子

813- 福岡市東区香椎浜ふ頭4-2-2 博多港ふ頭
0018 （株）内

公益社団法人 福岡国際ミズの会

会長
德本 穣

814福岡市城南区別府5-7-1
0198

福岡市姉妹都市委員会

委員長
髙島 宗一郎

810- 福岡市中央区天神1-8-1
8620 福岡市総務企画局国際交流課内

-164 -

092-741-6416
092-715-3207
092-725-5663
090-9585-1497
0940-36-3049
092-851-2531
092-841-7762
092-711-4023
092-733-5597

福岡・シンガポール友好協会

出納責任者
小早川 明徳

郵便
所 在 地
番号
812- 福岡市博多区博多駅前2-9-28
0011 福岡商工会議所ビル1階

福岡ちんぐの会

会長
樋口 圭子

810福岡市中央区小笹4-18-6
0033

一般社団法人 福岡デンマーク協会

代表理事
長阿彌 幹生

810- 福岡市中央区大名1-2-20 ライオンズマンショ
0041 ン大名307号 (株)ココスイメージ内

福岡トルコ友好協会

代表
小宮 裕美

福岡日伊協会

会長
本田 正寛

812- 福岡市博多区博多駅前1-3-6
0011 西日本シティ銀行本店別館内

福岡日英協会

会長
久保田 勇夫

812福岡市博多区博多駅前1-3-6
0011

福岡日豪協会

会長
瓜生 道明

810福岡市中央区渡辺通2-1-10 十八福岡ビル3F
0004

福岡日仏協会

会長
小林 晶

814福岡市城南区七隈1-11-50
0133

福岡日米協会

会長
竹島 和幸

812- 福岡市博多区駅前3丁目5番7号 博多センター
0011 ビル

福岡日本チェコ協会

会長
田添 一正

810福岡市中央区薬院1-16-1-402
0022

福岡ニュージーランド友好協会

会長
山口 毅

815福岡市南区五十川1-1-1
0001

福岡・フィリピン友好協会

会長
川村 正

812- 福岡市博多区博多駅前2-9-28
0011 商工会議所ビル１階

福岡・ブルガリア共和国友好協会

会長
岩崎 成敏

812- 福岡市博多区博多駅東2-1-23
0013 (株)サニックス内

福岡・マレーシア友好協会

会長
松永 守央

812- 福岡市博多区博多駅前2-9-28
0011 商工会議所ビル１階

福岡ユナイテッドチルドレン
（United Children）

ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
牟田 慎一郎

838小郡市下西鯵坂1493
0134

090-6770-2481

福岡・ラオス友好協会

会長
小林 敏郎

812- 福岡市博多区博多駅前2-9-28
0011 福岡商工会議所ビル７F

公益財団法人 福岡YMCA

理事長
齊藤 皓彦

814福岡市城南区七隈1-1-10
0133

公益財団法人 福岡YWCA

総幹事
野﨑 千代

814福岡市早良区城西1-5-43
0003

ペシャワール会

会長
村上 優

810- 福岡市中央区春吉1-16-8 ＶＥＧＡ天神南601
0003 号

092-452-0707
092-452-0700
092-831-1771
092-822-8701
092-407-0895
092-407-0896
092-731-2372
092-731-2373
090-7442-0665
092-404-1554
0940-51-2046
0940-51-2009
093-472-1444
093-472-1444
090-1923-2200

団 体 名

代表者名

電話番号
FAX番号
092-451-8610
092-451-8612
090-7920-7527
092-531-6919

050-5889-7381

810松本 エリダマリ
福岡市中央区六本松1-6-21-301
0044
ア
特定非営利活動法人 メイクハッピー＆ピー 代表理事
811宗像市田久4丁目8番18号
ス
仲西 浩一
4175
炎の象

一般社団法人 モザンビークのいのちをつな
ぐ会

代表理事
榎本 恵

800北九州市小倉南区朽網西3-12-6
0233

ラテンアメリカ音楽文化交流プロジェクト

代表
中島 幸子

ラブ・グリーンの会

理事長
西 秀樹

818筑紫野市天拝坂1-6-9
0053

特定非営利活動法人 老匠支援機構

理事長
植木 光治

831大川市九網52
0042

特定非営利活動法人 ロシナンテス

理事長
川原 尚行

802- 北九州市小倉北区古船場町1-35
0082 北九州市立商工貿易会館 7F

私たちの未来環境プロジェクト

代表
池本 真一

804北九州市戸畑区中原東2-1-1-205
0012

-165 -

092-476-2153
092-476-2634
092-476-2155
092-476-2634
092-726-1689
092-726-1693
092-821-5088
092-734-1552
092-722-1405
092-712-8375
092-712-8375
092-475-7777
092-475-7770
092-451-8610
092-451-8612
092-436-8882
092-436-8883
092-451-8610
092-451-8612
0942-41-2080

092-920-5679
092-920-5679
0944-87-3750
0944-87-3750
093-521-6470
093-521-6471
080-5203-5663
093-881-5663

