
長崎県地域づくりネットワーク協議会 会員名簿(平成30年7月31日現在）

団     体     名 所在地 団     体     名 所在地

1 ながさき環境教育研究会 長崎市 51 壱岐子ども劇場 壱岐市

2 長崎龍馬会 長崎市 52 壱岐島おこし応援隊”チーム防人” 壱岐市

3 長崎路面電車の会 長崎市 53 アクロス五島 五島市

4 NPO法人　長崎さんさん21 長崎市 54 島人 五島市

5 野母崎で音楽を聴く会 長崎市 55 三井楽町地域おこし会　万葉の風 五島市

6 フェルム・ド・外海 長崎市 56 五島移住しまぐらし相談所 五島市

7 ＮＰＯ法人長崎街道松並復元会 長崎市 57 NPO法人カメリア五島 五島市

8 ＮＰＯ法人インフィーニティー 長崎市 58 奈留島体験交流協議会 五島市

9 長崎コンプラドール 長崎市 59 特定非営利活動法人ＤＯＮＤＯＮ奈留 五島市

10 （財）日本野鳥の会長崎県支部 長崎市 60 BaRaKa 五島市

11 ナガサキ・マジェンタ１００ 長崎市 61 五島市図書館友の会 五島市

12 現川川をきれいにしよう会 長崎市 62 「ヨーロッパ・ピアノ五重奏団」五島公演実行委員会 五島市

13 自然と暮らしの学校『てつなぐ』 長崎市 63 Camelia 五島市

14 佐世保・厦門市青少年交流協会 佐世保市 64 五島地域づくり応援団 五島市

15 佐世保市子ども会育成連絡協議会 佐世保市 65 長崎ふるさと伝習塾 西海市

16 Ｉ　ＬＯＶＥ　世知原塾 佐世保市 66 面白ちんぐ倶楽部 西海市

17 笑いおこし劇団ぜんまい座 佐世保市 67 中山田舎元気塾 西海市

18 江迎町生活改善グループよもぎ会 佐世保市 68 くにみ倶楽部 雲仙市

19 特定非営利活動法人えむかえ繭玉 佐世保市 69 国見太鼓 雲仙市

20 鹿町やまと太鼓の会 佐世保市 70 神代小路まちなみ保存会 雲仙市

21 鹿町海洋クラブ 佐世保市 71 神代鍋島塾 雲仙市

22 黒島観光協会 佐世保市 72 浜の田川をきれいにする会 雲仙市

23 森岳まちづくりの会 島原市 73  勤労障害者長崎打楽交流団　瑞宝太鼓 雲仙市

24 島原市島原木綿保存会 島原市 74 琉球國祭り太鼓　長崎支部 雲仙市

25 有明童話の会「くすのき」 島原市 75 千々石こだわり倶楽部 雲仙市

26 島原不知火連 島原市 76 温泉四季の岳 雲仙市

27 キャロット劇団 諫早市 77 刈水町作り委員会 雲仙市

28 とどろき元気塾 諫早市 78 みそ五郎倶楽部 南島原市

29 こながい振興会 諫早市 79 南島原市商工会青年部 南島原市

30 「地域演劇で町づくり」実行委員会 諫早市 80 南笑会 南島原市

31 諫早もりあげガールズ 諫早市 81 南島原ひまわり村 南島原市

32 大村夢ファーム 大村市 82 長与子ども劇場 長与町

33 大村市グリーンツーリズム推進協議会 大村市 83 長与町生活研究グループ連絡会 長与町

34 おおむらサイズ協議会 大村市 84 長与あととり会 長与町

35 長崎県青年団連合会 大村市 85 にんじんネット協議会 長与町

36 ヒラド・ビッグフューチャーズ 平戸市 86 長与ダム桜まつり実行委員会 長与町

37 瀬戸の寄道 平戸市 87 長与町オリーブ振興協議会 長与町

38 ふれあい友市運営協議会 平戸市 88 菜の花まつりin高田実行委員会 長与町

39 根獅子集落機能再編協議会 平戸市 89 長与町の新しい図書館を想う会 長与町

40 工房　おろくにんさま 平戸市 90 西海陶器 波佐見町

41 福島ＹＯＫＡ隊 松浦市 91 ＮＰＯ法人グリーンクラフトツーリズム研究会 波佐見町

42 一般社団法人　まつうら党交流公社 松浦市 92  ＮＰＯ法人おぢかアイランドツーリズム協会 小値賀町

43 朝鮮通信使行列振興会 対馬市 93 小値賀町商工会青年部 小値賀町

44 対馬　　　　　たい（色々やってみたい） 対馬市 94 若松ふるさと塾 新上五島町

45  対馬ラテンフェスティバル実行委員会 対馬市 95 上五島ふるさとガイドの会 新上五島町

46 ツシマヤマネコ応援団 対馬市 96 なんでんすっとたい津和崎 新上五島町

47 NPO法人　森里海再生協議会 対馬市 97 あいべあいべ 新上五島町

48 あいネットつしま 対馬市

49 風舞組 壱岐市

50 芦辺懇（ねんごろ）会 壱岐市


