
37．県内の民間国際交流団体（2022年3月現在）

電話番号

FAX番号

092-920-1873

092-920-1873

093-583-3434

093-583-5195

092-513-7333

092-513-7333

092-710-6102

092-710-6103

080-3708-4554

093-619-1880

093-619-1880

0948-24-2303

0948-28-9138

092-834-5686

092-761-8570

092-761-9229

1
アジア開発銀行福岡NGO
フォーラム

代表
吾郷 健二

812-0011

福岡市博多区博多駅前
3-6-1小森ビル4A　福岡
NPO共同事務所内（特
活）NGO福岡ネットワーク
気付

fnango@fna-
ngo1996.sakura.ne.jp

団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

http://fna-ngo.org/

3 アジア女性センター
理事長
横山 美栄子

awc-a@atlas.plala.or.jp

2
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

803-0814
北九州市小倉北区大手
町11番4号
北九州市大手町ビル3階

kfaw@kfaw.or.jphttp://www.kfaw.or.jp/

https://asianwomensce
nter.jimdofree.com/

5
アジアの子どもと女性教育
基金の会

代表理事
神本 美惠子

812-0054
福岡市東区馬出４丁目12
番22号　福岡県教育総合
研究所内

nabeshima.hatsumi0109
@gmail.com

4
NPO法人
アジア太平洋こども会議・イ
ン福岡 (APCC)

理事長
麻生 泰

812-0011
福岡市博多区博多駅前
2-8-1
博多区役所 9 階

office@apcc.gr.jp
https://www.apcc.gr.jp
/

http://www.awcef.org

7
一般社団法人飯塚友情
ネットワーク

理事長
縄田 修

820-0044
福岡県飯塚市横田３４４
（ナワタ消化器外科医院
内）

info@iizukafriendship.n
et

6 アジアの森を育てる会
代表世話人
狩野 隆一

807-1264
北九州市八幡西区星ヶ丘
二丁目18番17号

ry.kano@jcom.home.ne.jp

http://iizukafriendship.
net/

9
移住労働者と共に生きる・
ネットワーク九州

共同代表
井上幸雄 ｺｰｽ･
ﾏﾙｾﾙ 髙柳香
代 中島眞一郎

812-0017
福岡市博多区美野島2-
5-31
美野島司牧センター内

netkyushu@gmail.com

8
いけばなインターナショナ
ル福岡支部

福岡支部長
田崎 幽山（信
雄）

https://snwm-
netwrokkyushu.jimdo.c
om/

11 ＮＰＯ法人いとなみ
代表理事
藤井 芳広

福岡県糸島市
npo_itonami@yahoo.co.
jp

10 イタリア会館・福岡
館長
スリス ドリアーノ

810-0021
福岡市中央区今泉1-18-
25
李離宮内

info@italiakaikan.com
https://italiakaikan.co
m/
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電話番号

FAX番号
団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

090-7462-9385

090-1342-8807

092-607-8784

090-9498-5875

093-533-1911

0946-24-9263

0946-24-9263

080-8192-0755

092-405-9870

092-405-9870

070-5698-7416

092-519-6580

092-803-0311

092-803-0322

0944-41-2501

0944-41-2552

0942-72-2111
（内線222）

0942-73-4466　

070-7586-0128

13
公益財団法人 ＡＦＳ日本
協会博多支部

支部長
坂本 泰樹

811-0213
福岡市東区和白丘4-32-
33

y-sakamoto@afs.or.jp

12
特定非営利活動法人ＷＩＮ
Ｇ福岡

理事長
松藤 健一

839-0254
柳川市大和町中島１８７３
番地１

https://www.afs.or.jp/

15 NPO法人 エスペランサ
理事長
馬場 菊代

838-0059 朝倉市平塚530
contact@npo-gb-
esp.org

14
ECOハッピーブレインクラ
ブ北九州

代表
吉村 和代

805-0034
北九州市八幡東区清田
4-9-10

Fourleafclover2013@ou
tlook.jp

17
特定非営利活動法人
NGO福岡ネットワーク
（FUNN）

代表理事
二ノ坂 保喜

812-0011

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

funn@ngofukuoka.net

16 エスペラント伝習所須恵
代表
橋口 成幸（HAŜ
IGUĈI Ŝigejuki）

811-2114
糟屋郡須恵町大字上須
恵684

atomkonto@gmail.com
https://atomkonto.wixs
ite.com/denshuusho

https://ngofukuoka.net
/

19
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

811-1112
福岡市早良区小笠木
678-1

oiscantc@oisca.org

18
特定非営利活動法人 エン
パワメント福岡

理事長
松﨑 百合子

816-0955
大野城市上大利２-１５-３
４

empower@csf.ne.jp
http://empower-
f.main.jp

http://www.oisca.org/n
ishinippon-tc/

21 おごおり国際交流協会
会長
牟田 慎一郎

838-0198 
小郡市小郡255-1　小郡
市役所内

danjokyodo@city.ogori.
lg.jp

20
大牟田市日中友好促進会
議

会長
関 好孝

836-8666 大牟田市有明町2-3
esougouseisaku01@city
.omuta.fukuoka.jp

https://www.facebook.
com/groups/18819566
7952226

22
特定非営利活動法人
学研都市留学生支援ネット
ワーク

理事長
辻井 洋行

808-0135
北九州市若松区ひびきの
1-1

forsnethibikino@gmail.c
om

Forsnethotspace.wixsit
e.com/forsnet
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電話番号

FAX番号
団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

080-1716-8080

093-692-8557

090-3419-4251

092-833-7676

092-833-7677

092-714-0758

092-714-0758

093-603-5846

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

093-541-0185

093-531-1799

23 学研ボランティアの会
会長
山下 俊郎

807-0871
北九州市八幡西区浅川
学園台2-20-7
白石宅気付

waiwai.nihongo@gmail.c
om

https://www.facebook.
com/waiwai.nihongo

25
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

814-0002
福岡市早良区西新1-7-
10-702

cmc5963@gmail.com

24 韓国語で語ろう会
事務局
山下 雅弘

819-0161
福岡市西区今宿東2丁目
11-12

http://cmc-net.jp/

27
北九州SGGクラブ　GOOD
WILL GUIDE

会長
木村 博宣

807-0805
北九州市八幡西区光貞
台2丁目21-5

26
特定非営利活動法人
KETOY.jp

理事長
ハイダル・モハメ
ド・ズルフィカル

810-0023
福岡市中央区警固２丁目
９番１０－２０１

https://ketoy.jp/

29
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

806-0021

北九州市八幡西区黒崎
3-15-3 コムシティ3F（公
財）北九州国際交流協会
内

kiinet-info@kitaq-
koryu.jp

28
公益財団法人 北九州国際
技術協力協会

理事長
山本 郁也

805-0062
北九州市八幡東区平野1
丁目1番1号
国際村交流センター4階

info@kita.or.jphttp://www.kita.or.jp/

31
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

804-0003
北九州市戸畑区中原新
町3番3号　税理士法人
SKC内

info2@kitaq-
dalian.or.jp

30
「北九州再発見」北九州歴
史支援　ミャンマー学校支
援

代表
民谷 喜美子

802-0975
北九州市小倉南区徳力
団地131-203

mandj5@ninus.ocn.ne.j
p

https://ameblo.jp/kitak
yusyusaihacken

http://www.kitaq-
dalian.or.jp/

33 北九州日米協会
会長
髙城 壽雄

802-8522
北九州市小倉北区紺屋
町13-1
北九州商工会議所内

32
一般社団法人 北九州青年
会議所

理事長
藤井 栄太

802-0082

北九州市小倉北区古船
場町1番35号
北九州市立商工貿易会
館 6階

room@kitakyushu-jc.jp
http://kitakyushu-
jc.jp/
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電話番号

FAX番号
団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

093-541-1969

093-522-5120

092-710-5310

092-710-5304

092ｰ802ｰ5629

092ｰ802ｰ5629

070-2399-6625

092-710-1150

092-710-3122

092-710-6104

092-710-6103

092-721-5920

092-210-5940

092-976-0795

090-1084-5659

092-260-3748

050-3398-2783

093-951-2716

093-951-2718

092-712-0904

092-712-0916

35
特定非営利活動法人 九州
海外協力協会

会長
弓場 秋信

812-0025
福岡市博多区店屋町4-8
蝶和ビル503

ngoqshuint@npo-
kyushu.or.jp

34
公益社団法人 北九州貿易
協会

会長
小野 裕和

802-0001
北九州市小倉北区浅野
3-8-1
AIMビル8階

trade@kfta.or.jphttp://www.kfta.or.jp/

https://npo-
kyushu.or.jp/

37 九州地区中国学友会
会長
劉 元昌

kyushupresident@gmail
.com

36 九州国際学生支援協会
会長
横山 研治

819-0395
福岡市西区元岡744　九
州大学大学院比較社会
文化研究院松永研究室

kyuissa@gmail.com
https://sites.google.co
m/view/kyuissa/

http://www.acssk.com/

39 九州・トルコ協会
会長
副島 隆

812-0011
福岡市博多区博多駅前
2-8-1
博多区役所 9 階

fk-turkey@apcc.gr.jp

38
 一般社団法人　九州通
訳・翻訳者・ガイド協会

代表理事 会長
水谷　みずほ

815-0032
福岡市南区塩原4-4-22-
2F

information@k-itg.or.jphttp://k-itg.or.jp/

41 九州日中文化協会
会長
張 晶

812-0011
福岡市博多区博多駅前
2-10-12　812号室

wmbtr077@yahoo.co.jp

40
一般社団法人九州日韓経
済交流会

理事長
矢幡　卓美

810-0055
福岡市中央区黒門3-19-
2階

suzuki@azabuaaa.xsrv.j
p

http://jpcnhome.com/

43 九州フィンランド協会
会長
砂川 浩

802-8601　

北九州市小倉北区中島
2-1-1
ＴＯＴＯ株式会社　総務部
内

42 九州日本香港協会
会長
石原 進

810-8629
福岡市博多区中洲2丁目
6番10号
(株)ふくや内

kyushu@jhks.gr.jp
http://jhks.gr.jp/fukuo
ka/

44
九州フランスパートナーズ
クラブ

会長
谷川 浩道

810-0041

福岡市中央区大名2-12-
6
アンスティチュ・フランセ九
州内

reiko.miyoshi@institutf
rancais.jp
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電話番号

FAX番号
団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

092-726-1946

092-526-5341

092-775-5232

092-775-5232

090-3075-0668

093-611-1211

0942-32-6070

090-5027-7771

0942-33-6328

092-283-8880

092-283-8883

092-791-9995

092-713-1225

093-681-9052

092-716-7381

092-741-7398

45 九州ベトナム友好協会
会長
佐々木 有三

810-0022
福岡市中央区薬院3-2-
23 KMGビル６階　九州電
力株式会社 国際室内

kyushu.vietnam@gmail.
com

https://kvfa.info/

47
草の根国際交流ひみこの
会

会長
中野 フミ江

807-0824
北九州市八幡西区光明2
丁目2-50
折尾東市民センター内

fumi490530@gmail.com

46
特定非営利活動法人 草の
根協働福岡

理事長
大神 伸男

813-0036 福岡市東区若宮2-41-10

shinba0315@jcom.zaq.
ne.jp
nogami161222@outlook
.jp

49
特定非営利活動法人久留
米地球市民ボランティアの
会

代表理事
野嶋　さよえ

839-0801
 久留米市宮ノ陣５丁目１２
番５８号

kovc2004@hotmail.com

48 久留米市日中友好協会
会長
稲積 茂紀

830-0033
久留米市天神町116　永
利ビル2－D

https://ameblo.jp/k-
jcfa/

https://blog.goo.ne.jp/
kovc

51
NPO法人 国際教育支援機
構 スマイリーフラワーズ

代表
窪田 広信

810-0041
福岡市中央区大名2丁目
10番1号 A棟601

50
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

812-0026
福岡市博多区上川端町
12番28号
安田第1ビル6F

support@npo-global.jp
http://www.npo-
global.jp/

53
国際交流「ホームビジットの
会ワールドフレンド」

会長
田中 チドリ

805-0069
北九州市八幡東区前田
1-6-6

52
特定非営利活動法人 国際
交流支援機構

代表理事
西原 賢治

810-0041
福岡市中央区大名2丁目
9-35
（株）笹川総合研究所内

info@sasakawasouken.j
p

55
特定非営利活動法人 NPO
法人 心を伝える会

理事長
沢栁 則明

810-0001
福岡市中央区天神3丁目
6番24号スコーレ第2天神
405号

54 国際交流村にほんご教室
代表者
幸田 照子

806-0021

福岡県北九州市八幡西
区黒崎3-15-3コムシティ３
階　北九州国際交流協会
気付

k2hon5@hotmail.co.jp
http://nihongo.amsstud
io.jp/
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電話番号

FAX番号
団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

080-3968-4136

0940-33-2299

0940-33-3160

090-7433-4683

092-571-1133

092-571-1133

070-8431-3937

092-713-6639

092-713-6639

093-980-1546

093-980-2331 

092-938-7272

092-936-1825

092-936-1825

092-441-8059

092-452-5643

57
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

811-4153 宗像市吉留46-1
sanixsportzaidan@par.o
dn.ne.jp

56
特定非営利活動法人在福
岡ベトナム人協会

理事長
グエン ズイ アン

812-0015
福岡市博多区山王２-11-
２

avf.npo@gmail.com

59 三・一文化祭実行委員会
実行委員長
金 逸根

816-0821
春日市若葉台東１丁目９
番地オリエントハイツ３０４
号　朴康秀方

festa191931@yahoo.co.
jp

58
ザ・フレンドシップフォース・
オブ・福岡

会長
安松 昌春

819-0043 福岡市西区野方1-24-15
https://www.fffukuoka.
net/

https://www.facebook.
com/sillakangsoofesta1
91931/

61
公益社団法人CISV日本協
会　九州支部

九州支部支部
長
皆川 達也

810-0075 福岡市中央区港3-3-28 kyushu@jp.cisv.org

60
特定非営利活動法人サン
ハウス

代表理事
小森 豊

812－0053
福岡市東区箱崎１丁目
32-13

nposanhausu@gmail.co
m

https://sun-house-
1.jimdosite.com/

https://kyushu.cisv.jp/

63
JOFA 日本オリジナルフラ
ワー協会

アートスクール
校長
松尾 まさこ

811-2315
福岡県糟屋郡粕屋町甲
仲原1-4-39

jofa.kouboum@gmail.co
m

62
NPO法人J.I.L.S.A（日本国
際生活支援協会）

代表理事 佐藤
かずみ
副理事 今田 信
之

802-0014
北九州市小倉北区砂津2
丁目14番13号

2016.jilsa@gmail.com
https://j-i-l-s-
a.jimdofree.com/

http://artjofa.com/

65
特定非営利活動法人 社会
教育団体べルポ会

理事長
鶴 ゆかり

812-0857
福岡市博多区西月隈3-
8-1-806

bellpo@leo.bbiq.jp

64 shimeTV
代表者
笠松 守

811-2209
糟屋郡志免町王子3丁目
14-2

marimo-mk@csf.ne.jp
https://marimo-
mk.wixsite.com/casa-
ma2r

http://www.bellpo.fuku
oka.jp

66 ＮＰＯ法人習悦中文学校
校長
盧　存偉(ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ)

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

xiyue_info@xiyue.jphttp://xiyue.jp/
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電話番号

FAX番号
団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

093-632-6812

093-632-8167

090-1929-8487

090-6770-2481

0942-41-2080

090-6770-2481

0942-41-2080

092-952-4490

092-952-4490

090-4351-7866

092-451-8610

092-451-8612

092-662-7690

092-662-7690

092-260-3989

092-260-3989

090-9797-5437

0949-24-3017

092-522-9587

092-522-9587

67 ＮＰＯ法人  翔青会
理事長
松尾 俊和

806-0051
北九州市八幡西区東鳴
水2丁目10-1

m1188@kxb.biglobe.ne.
jp

http://shoseikai.net/

69
セミナー企画室　コスモポリ
タンズ

代表
牟田 慎一郎

838-0134 小郡市下西鯵坂1493 muta@ktarn.or.jp

68 城山さくら祭り実行委員会
会長
櫻井 徳久

siroyamasakuramaturi@
gmail.com

https://ja-
jp.facebook.com/shiroy
amasakuramatsuri/

https://www.facebook.
com/cosmopolitans.sem
inar

71
Dāna International Centre
Fukuoka（略称DIC福岡）

理事長
髙原 信一

811-1246 那珂川市大字西畑58 shinici@lime.ocn.ne.jp

70 創造性開発研究所
代表
牟田 慎一郎

838-0134 小郡市下西鰺坂1493 muta@ktarn.or.jp
http://www2.ktarn.or.j
p/~muta/

73
一般社団法人 地域企業連
合会

会長
小早川 明徳

812-0011
福岡市博多区博多駅前
2-9-28　商工会議所ビル
1F

72 台湾在日福岡留学生会
会長
林洵笙(ﾘﾝ ｼｭﾝ
ｼｪﾝ)

819-0161
福岡市西区今宿東1丁目
19−5―９０５号室

tsofjp2020@gmail.com
tsofjp2015.wixsite.com/
tsofhomepage/aboutus

http://www.aie-
kyushu.com/

75
ＮＰＯ法人チェルノブイリ医
療支援ネットワーク

理事長
寺嶋 可南子

812-0013
福岡市博多区博多駅東2
丁目5番11号コスギ第1ビ
ル5F

jimu@cher9.org

74 小さな国際交流の会
代表
野口 照代

813-0016
福岡市東区香椎浜2丁目
5-3-1001

chiisanainfo@gmail.com
http://chiisananihongo.
web.fc2.com/

https://www.cher9.org

77
NPO法人 中国農村部教育
支援会

理事長
石下 秀臣

810-0014
福岡市中央区平尾2-3-
15-303
福岡漢語学院内

hanyuxueyuan303@gma
il.com

76 筑豊SGG クラブ
事務局
鈴木 俊子

822-0033 直方市上新入1956-1

http://www.tigaohanyu.
com/
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電話番号

FAX番号
団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

092-762-4100

092-762-4104

090-2718-6754

070-6597-4504

092-753-9307

090-7467-9483

092-741-7510

092-741-9975

092-710-6104

092-710-6103

092-476-2154 

092-476-2634

093-617-4182

093-647-1033

092-524-0059

092-524-0059

092-721-0101

092-725-3190

79
NPO法人トゥマンハティふく
おか

代表理事
弥栄 睦子

810-0021
福岡市中央区今泉1-9-
15-805

temanhati.fukuoka@gm
ail.com

78
特定非営利活動法人 ティ
エンポ・イベロアメリカーノ

理事長
エレーラ・サン
ティアゴ・ヘロニ
モ

 810-0041
福岡市中央区大名1-15-
11
Daimyo11511ビル3階

https://www.tiempo.jp

https://temanhati.jimd
ofree.com/

81
特定非営利活動法人 とも
に生きる街ふくおかの会

代表理事
吉谷 武志

810-0073
福岡市中央区舞鶴3丁目
8番1号まいづる中央ビル
207

tomoikifukuoka@gmail.
com

80 NPO法人 TOTOS北九州
理事長
土居 正依

802-0842
北九州市小倉南区日の出
町1-2-3-1003

info@totos.or.jp
http://www.totos.or.jp
/

https://tomoiki-
fukuoka.blogspot.com/

83
特定非営利活動法人西日
本アジア協力会

代表理事
唐 雋（タン ジ
ン）

810-0073
福岡市中央区舞鶴３丁目
８番１号

legaladviser31@gmail.c
om

82
NPO法人ドリームランドセ
ル

理事長
井上 吉子

807-0075
北九州市八幡西区下上
津役三丁目６番２３号

https://dreamrandosel.
jimdofree.com/

https://projectworks.c
o.jp/npo/

85
公益財団法人 西日本国際
財団

理事長
久保田 勇夫

812-0011
福岡市博多区博多駅前
1-3-6
西日本シティ銀行本店内

nckokusaizaidan@gmail
.com

84
西日本・カンボジア友好協
会

会長
小林 専司

812-0011
福岡市博多区博多駅前
2-8-1
博多区役所 9 階

fk-
cambodia@apcc.gr.jp

http://wj-
cambodia.com/

https://www.nnk-
foundation.jp/

87 西日本日独協会
会長
岡嶋 泰一郎

810-0012
福岡市中央区白金2-9-6
城島印刷株式会社

info@jdg-nishinihon.org

86 西日本台湾学友会
会長
庄野 庸雄

807-1121
北九州市八幡西区石坂
1-1-2

qqum4med@fuga.ocn.n
e.jp

http://jdg-
nishinihon.org/

88
日華(台)親善友好慰霊訪
問団

団長代行
原田 泰宏

810-0001
福岡市中央区天神1-3-
38天神121ビル13階

taiwan@l-mate.net
https://nippon-
taiwan.org/
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電話番号

FAX番号
団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

090-1928-3194

0940-42-8480

092-522-3833
090-2717-3804

092-522-3833

092-518-9172

092-518-9172

0942-36-8280

0942-36-8281

092-574-0331

092-574-0331

093-512-3620

093-512-3625

092-281-1787

092-713-8115

092-761-6762

090-6770-2481

0942-41-2080

090-8404-3009

093-592-0316

0940-43-0720
090-5929-8297

89 日韓慶福交流会
会長
北原 勉

811-3214
福津市花見ケ丘1丁目10-
10-704 北原方

santafe24@nifty.com

91
NPO法人 日中国際交流セ
ンター

理事長
姚　明

813-0017
福岡市東区香椎照葉2丁
目5-2-204

1733720952@qq.com

90

NPO法人日韓障がい者交
流協会ふくおか
(旧名称:NPO法人日韓障
害者ｽﾎﾟｰﾂ文化交流ふくお
か)

理事長
山田 隆義

815-0071
福岡市南区平和２-２７-２
６貴島ビル

93 日本ケルト協会
代表
山本 啓湖

812-0882
福岡市博多区麦野1-28-
44

keiko-y@celtic.or.jp

92
認定NPO法人
日本車椅子レクダンス協会

理事長
黒木 実馬

830-0048
久留米市梅満町１１９０－
１－１０３

wsda-
kuroki@mwa.biglobe.ne
.jp

http://www.wsda/

http://www.celtic.or.jp

95
一般社団法人 日本国際文
化協会 九州センター(ジャ
パンインターカルチャー)

鯉の会代表
西川 鯉近

812-0028
福岡市博多区須崎町1-
16-1

94
一般財団法人日本国際協
力センター(JICE)九州支所

九州支所長
内山 選良

802-0001
北九州市小倉北区浅野
3-8-１　アジア太平洋イン
ポートマート(AIMビル)７階

kyushu.koho@jice.org
https://www.jice.org/of
fice/kyushu.html

97
日本ハビタット協会 福岡支
部

支部長
牟田 慎一郎

810-0001
福岡市中央区天神1-1-1
アクロス福岡8階 国連ハビ
タット福岡本部内

muta@ktarn.or.jp

96 日本国際連合協会 福岡県本部
本部長
藤井 一郎

810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82  電気ビル第2別館
unaj-
fukuoka@nifty.com

http://www.bunkakyok
ai.org/unaj-fukuoka

http://www.habitat.or.j
p

99
日本ベトナム友好協会 福
岡支部

支部長
牧 忠孝

811-3217 福津市中央4-10-14
totokun@jcom.zaq.ne.j
p

98 日本BPW北九州クラブ
会長
徳永 康子

yakkosunday@yahoo.co
.jp
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電話番号

FAX番号
団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

0948-43-4485

0948-83-1132

090-1366-9554

0942-64-9787

0942-70-4000

080-3685-8525

093-243-3719

093-243-3720

092-714-1880

092-714-1880

092-643-8615 

092-643-8625

090-6770-2481

0942-41-2080

092-833-4291

092-407-7701

092-407-7702

090-7159-5740

101
日本ユーラシア協会 福岡
県連合会

会長
松井 岩美

811-0321
福岡市東区西戸崎2-1-
30-318 高野瀬方

naoharu1942@gmail.co
m

100
一般社団法人
日本ベラルーシ商工振興
会

代表理事
松下 千佳人

820-0111 飯塚市有安958-5
info@japan-
belarus.com

http://japan-
belarus.com/

https://fukuoka-
euras.jimdofree.com/

103
NPO団体ハートフルネット
福岡

代表
佐伯 康介

814-0106
福岡市城南区別府団地
アーベインルネス別府4-
702

102 NPO法人ネオサポート
理事
古賀 賢二

830-0062
久留米市荒木町白口
2324-4古賀第一ビル106
号

info@neo-support.net
https://neo-
support.net/

105 NPO法人 博多笑い塾
理事長
小ノ上マン太朗
(小野義行)

810-0074
福岡市中央区大手門1丁
目2番19号

npo.warai@per-
japan.co.jp

104 NPO法人Heart・full pro.
理事長
荒巻　琴美

809-0022
中間市鍋山町1-1グリーン
ハイツ１F

honbu@hearthside-
ls.com

http://hearthside-
ls.com/index.php

https://warai-
juku.org/

107 ハビタット福岡市民の会
代表
牟田 慎一郎

838-0134 小郡市下西鯵坂1493 muta@ktarn.or.jp

106
認定NPO法人 箱崎自由学
舎ESPERANZA

代表
小田 哲也

812-0053 福岡市東区箱崎3-18-8 info@esperanzahp.jp
http://www.esperanzah
p.jp/

https://habitat7911988
92.wordpress.com/
https://www.facebook.
com/habitat.citizensnet
/

109
特定非営利活動法人
バングラデシュと手をつな
ぐ会

代表理事
二ノ坂 保善

814-0171
福岡市早良区野芥６－４６
－７

info@tewotunagukai.co
m

108 NPO法人 BALM
代表理事
斉藤 健一

814-0002
福岡市早良区西新４-７-１
０ 西川ビル２Ｆ-３号

info@balm-npo.org
https://www.balm.webs
ite/

https://tewotunagukai.
com/

110
NPO法人 東アジアオープ
ンハートコミュニティ

理事長
岡本 啓次

838-0072 朝倉市黒川６２４６番地 tessii99@yahoo.co.jp
https://www3.hp-
ez.com/hp/haohc06/
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電話番号
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団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

0942-35-2849

0942-35-2849

092-715-3859

082-274-8848

090-9579-8051

092-710-6431

092-710-6433

092-725-9204

092-725-9205

090-9499-8681

080-5268-4657

092-928-7567

092-864-2420

092-864-2420

090-8396-9219

092-924-8051

092-924-8051

092-761-3064

092-761-3064

111
特定非営利活動法人
(NPO) 東アジア交流学院

理事長
井上 和人

830-0033
久留米市天神町116番地
永利ビル2-Ｄ

higuetado0905@yahoo.
co.jp

http://www.east-
asia.jp/

113
福岡アジア映画祭実行委
員会

代表
前田 秀一郎

 812-0053 福岡市東区箱崎1-25-4 faff@gol.com

112
ヒッポファミリークラブ西日
本

代表
神川 孝紀

810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目
9-3-305

info@hfcw.jphttps://hfcw.jp/

http://www2.gol.com/u
sers/faff

115 福岡ＥＵ協会
会長
石橋 達朗

810-0001

福岡市中央区天神1-1-1
アクロス福岡8階 （公財）
福岡県国際交流センター
内

fukuoka-
eu@kokusaihiroba.or.jp

114
公益財団法人 福岡アジア
都市研究所

会長
貫 正義

812-0011
福岡市博多区博多駅前2
丁目8番1号

info@urc.or.jphttp://urc.or.jp/

https://fukuoka-
eu.com/

117
特定非営利活動法人
福岡・ウガンダ友好協会

会長
ﾁｪﾕﾈ  ﾘﾋﾞﾝｸﾞｽ
ﾄｰﾝ

816-0832
春日市紅葉ヶ丘西3丁目
2-1 U201

fuufa2009@gmail.com

116 福岡インド友好協会（FIFA)
会長
ｸﾏﾙ ﾀﾞﾙﾒﾝﾄﾞﾗ

810-0014
福岡市中央区平尾1-13-
12セントフォーラム302

kumarfukuoka@gmail.c
om

http://fuufa.main.jp

119 福岡SGGクラブ
会長
武田 郁子

811-0212
福岡市東区美和台3-36-
46-2

fukuoka_sgg_club@yaho
o.co.jp

118
福岡・ウズベキスタン友好
協会

会長
中邨 勝

814-0163
福岡市早良区干隈5-11-
19

https://fukuokasgg.sak
ura.ne.jp/

121 福岡カナダ協会
会長
瓜生 道明

810-0004
福岡市中央区渡辺通2丁
目1-10
十八福岡ビル3階

fcs@fukuoka-canada.jp

120 福岡エスペラント会
会長
武藤 たつこ

818 -0125 太宰府市五条1-13-61
mtmt@mxl.harmonix.ne
.jp

http://www.fukuoka-
canada.jp/
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電話番号

FAX番号
団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

092-711-7512

092-721-4901

092-721-4902

092-725-9204

092-725-9205

092-643-3495

092-643-3516

092-926-0119

092-926-0119

092-710-5310

092-710-5304

092-753-8877

092-753-8870

092-409-7939

092-409-7938

092-741-6416

092-715-3207

092-725-9200

092-725-9206

123 福岡経済同友会
代表幹事　青柳
俊彦,　久保田
勇夫,津田純嗣

810-0004
福岡市中央区渡辺通2-
1-82
電気ビル共創館5F

122 福岡帰国留学生交流会
会長
白土 悟

810-0054
福岡市中央区今川1-26-
30 白土悟気付

hbc146612@crv.bbiq.jp

http://www.kerc.or.jp/
about/kankei_dantai/fu
kuoka_keizai/

125
福岡県国際農業者交流協
会

会長
香月 勝昭

812-8577

福岡市博多区東公園7-7
(福岡県農林水産部経営
技術支援課後継人材育
成室）

124 福岡県海外移住家族会
会長
武藤 英治

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

127 福岡県青年海外協力協会
会長
小田 哲也

812-0025
福岡市博多区店屋町4-8
蝶和ビル503 九州海外協
力協会（NPO九州）内

jocvfukuokakenov@gma
il.com

126 福岡県ささゆりのように
代表
三次 文子

838-0228 朝倉郡筑前町二33-18

129 福岡県日韓親善協会
会長
青柳 俊彦(JR九
州社長)

128
福岡県青年海外協力隊を
支援する会

会長
遠藤 恭介

812-0001
福岡市中央区天神１-4-2
エルガーラオフィス6F

sato-y@chukeikyo.comhttp://f-sojocv.org/

131 福岡県弁護士会
会長
野田部 哲也
（4/1付）

810-0044
福岡市中央区六本松4丁
目2番5号

info@fben.jp

130 福岡県日本中国友好協会
会長
森山 沾一(せん
いち)

812-0011
福岡市博多区博多駅前
4-13-27
グランドハイツ博多507

fnicchu@outlook.jp

https://www.fben.jp/

132 福岡県留学生会
会長
金 シエイ

810-0001
福岡市中央区天神1-1-1
アクロス福岡3F　こくさい
ひろば内

info.fosa16@gmail.com
https://www.facebook.
com/FosaFukuoka/
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電話番号

FAX番号
団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

090-9075-0960

092-851-2531

092-841-7762

092-751-4433

090-7920-7527

092-531-6919

080-4286-1980

092-283-8815

090-9883-3429

092-476-2153

092-476-2634

092-476-2155

092-476-2634

092-726-1689

092-726-1693

133 福岡広州ライチ倶楽部
会長
貞刈 厚仁

810-0041　

福岡市中央区大名1丁目
2-15 GF SQUARE大名4
階-B　はかた夢松原の会
事務局内

s-okuda@lychee-
club.jp

http://lychee-club.jp/

135 福岡スペイン友好協会
会長
末松 修

810-0041
福岡市中央区大名2丁目
12-1　株式会社福岡中央
銀行気付

info-fs@fukuoka-
spain.com

134
公益社団法人
福岡国際ミズの会（国連広
報局ＮＧＯ加盟）

会長
德本 穣

814-0198
福岡市城南区別府5丁目
7番1号 学校法人中村学
園内

http://kokusai-mizu.p-
kit.com/

http://fukuoka-
spain.com/

137 福岡通訳協会
会長
高島 収

810-0001
福岡市中央区天神2-3-
10-719

fia_jimukyokucho@outlo
ok.jp

136 福岡ちんぐの会
会長
樋口 圭子

k-non-
higuchi@jcom.home.ne.
jp

http://www.fia-
2004.com/

139 福岡トルコ友好協会
代表
小宮 裕美

https://ws.formzu.net/
fgen/S26410229/

138
一般社団法人 福岡デン
マーク協会

代表理事
長阿彌 幹生

812-0023
福岡市博多区奈良屋町
9-11-401

denmarkfukuoka@gmail
.com

http://fda-japan.org/

http://ameblo.jp/tr-
fuk/

141 福岡日英協会
会長
久保田 勇夫

812-0011
福岡市博多区博多駅前
1-3-6
西日本シティ銀行本店内

fjbs.event@castle.ocn.n
e.jp

140 福岡日伊協会
会長
本田 正寛

812-0011
福岡市博多区博多駅前
1-3-6
西日本シティ銀行本店内

aigfukuoka2@galaxy.oc
n.ne.jp

https://www.ncbank.co
.jp/corporate/chiiki_sh
akaikoken/kokusai_zaid
an/nichi_i_kyokai/

https://www.ncbank.co
.jp/corporate/chiiki_sh
akaikoken/kokusai_zaid
an/nichi_ei_kyokai/

143 福岡日仏協会
会長
小林 晶

info@fukuoka-
nichifutsu.com

142 福岡日豪協会

九州電力株式
会社代表取締
役会長
瓜生 道明

810-0004
福岡市中央区渡辺通2-
1-10 十八福岡ビル3階

FJAS@kyuden.co.jphttp://www.fjas.jp/

https://www.fukuoka-
nichifutsu.com/

－172－

http://fda-japan.org/


電話番号

FAX番号
団　体　名 代表者名 〒 所　在　地 メールホームページ

092-734-1552

092-722-1405

092-803-0381

092-803-0389

092-475-7777

092-475-7770

090-3321-3213

092-436-8882

092-436-8883

092-710-6104

092-710-6103

090-6770-2481

0942-73-4466

092-235-5986

092-741-8117

092-831-1771

092-822-8701

092-407-0895

092-407-0896

090-7295-9411

福岡市博多区博多駅前
2-8-1
博多区役所 9 階

小郡市下西鯵坂1493

福岡市中央区天神４丁目
1-11久原本家天神ビル8F
在福岡ラオス名誉領事館
内

福岡市城南区七隈1-1-
10

福岡市早良区城西1-5-
43 福岡YWCA 会館

北九州市八幡西区森下
町11-1-401

https://fukuoka-
malaysia.jp/

https://www.facebook.
com/FukuokaUC

http://fukuoka-
laos.com/

http://www.fukuoka-
ymca.or.jp/

http://fukuoka-
ywca.jimdo.com/

fk-malasia@apcc.gr.jp

muta@ktarn.or.jp

info@fukuokaymca.org

fukuoka@fukuoka.ywca.
or.jp

shiraimorishita@jcom.h
ome.ne.jp

会長
松永 守央

ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
牟田 慎一郎

会長
小林 敏郎

理事長
齊藤 皓彦

代表理事
長下 美香

理事長
白井 浩子

公益財団法人 福岡YMCA

公益財団法人 福岡
YWCA

NPO法人フュージョン・フォ
ア

812-0011

838-0134

810-0001

814-0133

814-0003

806-0046

145 福岡日本チェコ協会
会長
田添 一正

811-1121
福岡市早良区西入部2丁
目7-20(株)あおいホーム
気付

kamusai320@itg.bcj.ne.
jp

144 福岡日米協会
会長
高崎 繁行

812-0011
福岡市博多区駅前3-5-7
博多センタービル６Ｆ

jasf@nnr.co.jp
https://www.nnr.co.jp/
JASF/jasf_j.htm

147 福岡・フィリピン友好協会
会長
川村 正

812-0014
福岡市中央区平尾3丁目
21-30-201

kawamura-
tadashi@tkz.bbiq.jp

146
福岡・ニュージーランド友
好協会

会長
田中 洋之

815-0001 福岡市南区五十川1-1-1 htanaka@fukutaro.co.jp

http://www.aie-
kyushu.com/philippines
/index.html

148
福岡・ブルガリア共和国友
好協会

会長
岩崎 成敏

812-0013
福岡市博多区博多駅東
2-1-23サニックス博多ビ
ル ㈱サニックス秘書室内

149

150

151

152

153

154

福岡・マレーシア友好協会

福岡ユナイテッドチルドレ
ン

福岡・ラオス友好協会
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092-731-2372

092-731-2373

080-3994-9039　

0947-72-7273

0940-51-2046

0940-51-2009

093-472-1444

093-472-1444

0942-52-3722

0942-52-3722

0942-72-0667

0942-41-2155

090-1923-2200

093-521-6470

093-521-6471

080-5203-5663

050-6877-5089

0942-39-0926

0942-31-5336

福岡市中央区春吉1丁目
16-8 VEGA天神南601号

福岡市早良区野芥7－27
－24－2

http://www.rijchary.co
m/

https://www.rocinantes
.org/

https://mirakan.jimdofr
ee.com/

ouchidaoffice@kce.bigl
obe.ne.jp

http://www.peshawar-
pms.com/

peshawar@kkh.biglobe.
ne.jp

vffc2019@gmail.com

info@m-happy.org

enomegu@gmail.com

https://peraichi.com/la
nding_pages/view/6dev
2/

lifestage.jpn.com

withkikaku.official@gma
il.com

hiroshi-
kishikawa@lifestage.jpn
.com

info@rocinantes.org

shinichi830@yahoo.co.j
p

http://m-happy.org/

http://www.tsunagukai.
com

会長
村上 優

委員長
BUI THI THU
SANG

ペシャワール会

ベトナムフェスティバル福
岡実行委員会

NPO法人ボランタリー・アジ
ア・ネットワーク　オブジャ
パン

特定非営利活動法人　メイ
クハッピー＆ピース

一般社団法人モザンビー
クのいのちをつなぐ会

特定非営利活動法人夢応
援隊・ＷＩＴＨ企画

特定非営利活動法人　ら
いふステージ

810-0003

 814-0171

827-0004

811-4175

800-0233

833-0053

ラテンアメリカ音楽文化交
流プロジェクト
（LAMCEP）

特定非営利活動法人 ロシ
ナンテス

私たちの未来環境プロジェ
クト

田川郡川崎町大字田原７
２３－６

代表理事
仲西　浩一

代表理事
榎本 恵

理事長
永田 一晴

副理事長
岸川 裕

代表
中島 幸子

理事長
川原 尚行

代表
池本 真一

宗像市田久4丁目8番18
号

福岡県北九州市小倉南
区朽網西3-12-6

筑後市西牟田１８９５－６

福岡県小郡市三沢465番
地3号

北九州市小倉北区古船
場町1番35号
北九州市立商工貿易会
館7階

北九州市戸畑区中原東
2-1-1-205

838-0106

802-0082

804-0012

165
認定NGO法人ワンストップ
リーガルネット

理事長
大内田 治男

830-0003
久留米市東櫛原町１３１３
番地２

http://onestop-
legalnet.org/

155

156

157

158

159

160

繁永 英樹

161

162

163

164
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