
地域の縁がわづくり取組団体 令和２年１月３１日現在

地域 区・市町村 縁がわ名 所在地 団体名 連絡先電話番号 取り組み内容

玉名 荒尾市
児童と高齢者・障害
者交流拠点「あお
ば」

荒尾市荒尾1074
社会福祉法人
荒尾市社会福
祉協議会

0968-62-5500
子育て中の親子を対象に交流の場を提供し、子育てに関する
相談・情報提供や読み聞かせ等のミニイベントを開催し、子育
ての不安を解消し、あわせて仲間づくりを支援しています。

玉名 荒尾市 わがんせ 荒尾市荒尾1694-1
NPO法人 花梨
の家

0968-62-1175

障がい者小規模作業所交流サロンとして、小中学生、地域高
齢者との交流や、地域住民ガレージセールなどに取組みなが
ら誰もが集える場所として地域の縁がわづくりに取り組んでい
ます。

玉名 荒尾市
地域ふれあいホー
ム　デイサービス温
もりの家

荒尾市万田1015-2
有限会社 ナー
スケア健美

0968-82-7220
静かな住宅地の中にある小規模のデイサービス事業所です。
健康体操や茶話会など子どもからお年寄りまで気軽に立ち寄
れ、交流できる縁がわをめざしています。

玉名 荒尾市 にこにこわがんせ 荒尾市荒尾2579
NPO法人 花梨
の家

0968-62-1175

パンやクッキー・ケーキの製造、販売、配達を通して、地域の
方々とのふれあいが広がっていきます。また、小・中学校やい
きいきサロン、家族の会、諸団体とクッキーやパン教室を開催
し、おいしく楽しく交流しています。

玉名 荒尾市 わだちサロン 荒尾市川登1953-26
特定非営利活
動法人たまな散
歩道

0968-57-9278

・地域の各種団体の活動の場として提供（音楽サークル等）
・若年性認知症の家族の会の開催を含めた高齢者に係る各
種相談
　などの活動を実施しています。

玉名 荒尾市
アイサポいきいきサ
ロン

荒尾市宮内８３１－１
一般社団法人Ｉ
Ｔサポートボラ
ンティア協会

0968-57-8608

高齢者や障害者がタブレット端末等のＩＣＴ機器を使いこなし、
その技術を地域課題の解決につながるような人材育成や社
会づくりを目指しています。手作り作品の販売で生活向上を
目指します。

玉名 荒尾市
地域の縁がわ「梨
園」

荒尾市菰屋2031-8 合同会社　縁合 0968-68-5222

①季節のイベントを通して地域の方達と交流を図る
②学生の登下校使用する自転車置き場としゃべり場
③認知症を含めた高齢者全般の相談場所
④将来的には地域の方に展示としても利用していただけるよ
うに調整中
⑤手芸を通して地域交流を行う

玉名 荒尾市 ケアポート緑ヶ丘 荒尾市荒尾４１８６－１５
特定医療法人
杏林会

0968-65-5111
住宅型有料老人ホーム、デイケア、ヘルパー、訪問看護、居
宅介護支援事業所を併せた複合施設です。夏祭り等イベント
を開催時は、地域にも開放しています。

玉名 荒尾市
菰屋ふれあいセン
ター

荒尾市菰屋 菰屋区 0968-68-1416
週2回、健康体操等を行っており、約35名ほどの参加がありま
す。

玉名 荒尾市
牛水中区いきいき
サロン

荒尾市牛水145番地 牛水中区 0968-68-6856
毎月第2土曜日午前10時より、催し物を行い、その後、食事会
を開いています。食事会については、実費負担として、100円
を徴収しております。

玉名 荒尾市
猫宮区高齢者いき
いきサロン

荒尾市一部209-1 猫宮公民館 0968-63-0248

毎月1回サロンを実施し、32名程参加され（昼食付）、2カ月に
1回は、介護、健康食、オレオレ詐欺防止等講演会等を依頼し
ています（必要な方は送迎実施）。毎週1回、貯筋体操（20名
程）を実施し、その際、買い物支援を行っています。夏・冬休
みにおいては、子ども達と地域の方との交流会を実施してい
ます。

玉名 荒尾市 宮内出目公民館 荒尾市宮内出目532-3
宮内出目公民
館

0968-62-4433
介護予防体操、いきいきサロン、趣味の活動などを行ってい
ます

玉名 荒尾市 きゃーよろか 荒尾市宮内785
東宮内ふるさと
自治会

0968-63-0388
健康推進事業として、健康体操、筋トレ体操、福祉事業とし
て、いきいきサロン、カラオケ会、一人暮らし等の見守り事業
などを行っています。

玉名 荒尾市 上小路公民館 荒尾市荒尾９６７－１ 上小路区 0968-63-0703

筋力アップ体操、いきいきサロン、おどり（フラダンス）等の活
動を通じ、仲間づくり、居場所づくり、生きがいづくりを行い、
区内住民同士の交流を促進し、互いに支え合い助け合う地域
性を創ることを目的として取り組んでいます。

玉名 荒尾市 四ツ山町公民館 荒尾市四ツ山町２丁目１２－２
四ツ山町公民
館

0968-62-5256
介護予防体操
いきいきサロン

玉名 荒尾市 向一部公民館 荒尾市一部１５０８ 向一部区 0968-64-3502
介護予防体操、いきいきサロン、見守り活動、買い物支援



地域の縁がわづくり取組団体 令和２年１月３１日現在

地域 区・市町村 縁がわ名 所在地 団体名 連絡先電話番号 取り組み内容

玉名 荒尾市 北増永公民館 荒尾市増永５７８－２ 北増永区 0968-62-5509

当地区のモットー「友愛」「絆」「躍進」のもとに次のことを活動
している。
①社会福祉協議会の指導で毎週木曜日９時から１１時まで、
②いきいきサロン（食事有）活動を毎週第四水曜日に９時から
１２時まで、③毎週月曜日にビデオによる筋力アップ体操をし
て、その後茶話会をしている。④月１回程度の見守り活動をし
ている。

玉名 荒尾市 助丸区公民館 荒尾市下井手５１４－１ 助丸区公民館 0968-66-0952

助丸区公民館活動は、子どもから高齢者の地域交流の中核
的な施設として運営している。特に「いきいきサロン」「健康体
操」「老人会活動」等で笑顔交流の場となっている。又６月の
花菖蒲まつりには市外からもたくさんの参加があります。

玉名 荒尾市 おれんちのカフェ
荒尾市増永字京侍２６８７番地１
７

社会福祉法人
杏風会

0968-68-0176

毎週木曜日　午前１０時～午後１時まで
活動内容
・介護予防活動
・参加自由の趣味活動
・認知症や介護に関する相談や情報提供

玉名 玉名市
肥後高瀬もやい処
ふれあいサロン

玉名市高瀬224-2
社会福祉法人
天恵会　有明
ホーム

0968-82-3332

誰でも自由に立ち寄り、交流するスペースとして地域密着型ミ
ニデイサービスを空き店舗を活用して実施し、住み慣れた地
域、通い慣れた地域における生活の延長線上として憩いの場
を提供しています。

玉名 玉名市
若宮児童館シア
タールーム

玉名市天水町小天6638
社会福祉法人
天水福祉事業
会

0968-82-3313
地域の方々や障がい者も親子も誰もが交流し、憩いの場とし
て世代間交流の場として地域の方々に利用されています（映
画の上映は毎週土曜日、日曜日他）。

玉名 玉名市
森のひろば「ログさ
んち」

玉名市大倉1503-1
社会福祉法人
せるふねっと２１

0968-74-6931

未就園児親子等を中心とした地域の子育て交流サロンとして
「森のひろば『ログさんち』」を開設し、地域の高齢者との交流
や子育て支援グループの活動拠点としても活用しながら、地
域で子育てする場としての地域の縁がわづくりに取り組んで
います。

玉名 玉名市
地域たすけあいの
会

玉名市中1068-1
NPO法人 地域
たすけあいの会

0968-71-0056

赤ちゃんからお年寄りまで誰もが気軽に集い、参画できる市
民活動、コミュニティケアの拠点として「多機能型福祉ホーム」
を旧官舎を改修して開設そしています。（取組内容）①デイ
サービス、②宅配給食サービス、③学童保育、④移送サービ
ス、⑤コミュニティセンター、⑥その他ニーズに応じたサービス
等

玉名 玉名市 きら☆すてぇしょん 玉名市六田20-6
社会福祉法人
きらきら

0968-57-5755

玉名市六田にある『鮮ど市場』の隣にある空き店舗を改修し、
障がい者の方々の働く場として『薄皮たい焼き・タピオカドリン
ク・駄菓子・雑貨』を製造・販売しています。地域の子どもさん
から大人の方まで、また、障がいのある方々も気軽に安心し
て立ち寄れる憩いの場となるよう取り組んでいます。また、「子
育て応援事業」を利用し、トイレにベビーシートを設置していま
す。

玉名 玉名市
玉名市高齢者世話
付住宅「シルバーハ
ウジング」

玉名市岱明町古閑411-1
社会福祉法人
玉名市社会福
祉協議会

 0968-57-4141

市営住宅古閑団地40戸のうちの高齢者世話付き住宅に居住
する高齢者に対し、生活援助員が生活指導や相談、安否の
確認、一時的な家事援助などのほか、非常用緊急通報システ
ム電話による24時間体制での緊急対応を行っています。

玉名 玉名市
小規模作業所交流
サロン

玉名市繁根木233-4
NPO法人 玉名
きぼうの家

0968-74-0890

回復途上にある精神障がい者が、地域の人たちと多く交流が
できることで、低下してしまった生活意欲を取り戻し、再生や
再入院を防止し、ひいては差別や偏見の是正につながるよう
地域の交流拠点づくりに取り組んでいます。

玉名 玉名市
ふれ愛一本松交流
館

玉名市伊倉北方2266-3
社会福祉法人
玉名市社会福
祉協議会

0968-74-5001
玉名市一本松団地内「ふれ愛一本松交流館」において、地域
ぐるみでの高齢者と児童の交流を推進し、高齢者のいきがい
づくりと児童の健全育成を図っています。

玉名 玉名市

いこいば
○まちの保健室「イコイバ」
○たまきな荘相談支援セン
ター「いこいば」
○カフェ「風工房」

玉名市中46

○九州看護福
祉大学ピアカウ
ンセリングサー
クル
○社会福祉法
人 玉医会

0968-76-7660

JR玉名駅そばの空き店舗を活用し、思春期の中高生の悩み
や相談に大学生が常駐し対応しています。また障がい者相談
支援センターも同居し、障がい者の相談に応じる。障がいの
有無に関係なく立ち寄れる場所として、パン販売や喫茶室も
運営しています。

玉名 玉名市
コミュニティカフェ
味彩

玉名市岱明町高道婦人会館
高道校区まちづ
くり委員会

0968-57-1380

校区まちづくり委員会で話し合う中で、住民が日常的にふれ
あえる場をつくろうということになり、元婦人会館をカフェ・ギャ
ラリーに改修しています。昼時は住民ボランティアが地元で採
れた食材を使い食事を提供し、また習字や絵画等校区住民
が趣味で制作した作品展示も行っています。
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玉名 玉名市 たまっ子らんど 玉名市岩崎88-4
社会福祉法人
玉名市社会福
祉協議会

0968-73-1151
子育て中の親子を対象に交流の場を提供し、子育てに関する
相談・情報提供や読み聞かせ等のミニイベントを開催し、子育
ての不安を解消し、あわせて仲間づくりを支援しています。

玉名 玉名市 髙瀬商店街 玉名市髙瀨 髙瀬商店会 0968-72-2057

高齢であっても障がいがあっても、誰もが安心して買い物がで
きる商店街を目指して、昔ながらの町屋の復元や、福祉マイ
ンドを持った商店街づくりのための取組み（休憩用バンコ（ベ
ンチ）の設置、各店舗独自のおもてなしメニュー、商店主が認
知症サポーター養成講座受講等）を行っています。

玉名 玉名市
たがの里きらめきふ
れあいサロン

玉名市天水町小天6633-1
社会福祉法人
若宮福祉会

0968-71-5030

誰もが気軽に立ち寄れて日常的なふれあいを持てる住民交
流サロンを基本としながら、介護保険等の制度対象とならな
い高齢者や障がい者、そして児童等が誰でも利用できる縁が
わとして地域の拠点づくりを行っています。また、夜間におい
ても宿泊でご利用いただけるよう、地域ふれあいホームも併
設して活動を行っています。

玉名 玉名市 キッチンるぱ 玉名市中1835番地1
ＮＰＯ法人　キッ
チンるぱ

0968-82-7585

お年寄りから赤ちゃんまで、ちょっとおしゃべり、ちょっと休憩。
１人の時間も大切です。でも食べる時には誰かがいてもいい
な。誰かの知恵や技は、きっと誰かの役に立つ。ちょっとチャ
レンジ。そんなこんなを気楽にどうぞ。『るぱ』は、ちょっと後押
ししたい、そんな「ちょっと」のみんなの居場所です。

玉名 玉名市
コミュニティオープン
ハウス三號館

玉名市山田1951-3 徳永　美智子
0968－74－
2639

手芸作品展示会、茶話会、各種団体への会場貸し出しを実施
しています。

玉名 玉名市 元氣テラス 玉名市伊倉南方967-1
介護予防セン
ター元氣塾

0968-76-6911
広い施設のテラスを地域の方の談話の場として提供していま
す。原則、日曜は休館日の為、一日オープンテラスとなってい
ます。

玉名 玉名市
たいめい苑地域交
流スペース

玉名市岱明町古閑388番地

社会福祉法人
熊本東翔会総
合ケアセンター
たいめい苑

0968-57-1220
・地域の会合や各種クラブ活動の場の提供
・子ども達の集いの場の提供
　を行っています。

玉名 玉名市
地域交流室「だっで
んきなっせ」及びふ
れあい広場

玉名市天水町部田見440番地

社会福祉法人
天恵会
特別養護老人
ホーム有明ホー
ム

0968-82-3332
有明ホームふれあい広場と地域交流室「だっでんきなっせ」を
地域の方に業務時間で都合のつく時は活用してもらっていま
す。随時受け付け中です。

玉名 玉名市 温泉区公民館 玉名市立願寺755 温泉区 0968-74-1569

・茶話会
・健康体操
・レクリエーション
　を１週間に２回開催しています。男の料理教室も検討中で
す。

玉名 玉名市 あるくサロン 玉名市築地312-1
社会福祉法人
若宮福祉会

0968-74-4801
「100歳まで歩ける体づくり」をモットーに、運動を通して、誰も
が交流できる場です。上映会や茶話会など各種イベントも行
います。

玉名 玉名市
地域の縁がわ　オ
リーブ

玉名市横島町横島58-64
合同会社オリー
ブ

0968-84-3133
地域の方々との交流の場（障がい者との交流)、地域の方々
の活動の場としてのフリースペースとしての提供。将来的には
カフェスペースも作りたいと考えています。

玉名 玉名市 ののさまの家
玉名市大浜町919-1　慈（めぐみ）
保育園内

社会福祉法人
法輪会

0968-76-0189
育児の悩み相談、ストレス解消、祖父母との集いの場、茶話
会、おゆずり会等に取り組んでいます。

玉名 玉名市 みのり食堂 玉名市中1931-3
NPO法人 地域
たすけあいの会

0968-71-0056
地域共生型のふれあい拠点。将来的にはサロンを考えていま
す。

玉名 玉名市 リライフ六田
玉名市中751-4
有料老人ホームライフケア六田

有限会社　ライ
フケア

0968-73-8855
共生社会の実現を図り、御家族、周辺地域との交流を積極的
に行います。（夏祭り、茶話会、グランドゴルフ大会、囲碁大会
など）

玉名 玉名市
ホットステーション六
田

玉名市中751-4
ライフケアデイサービスセンター
六田

有限会社　ライ
フケア

0968-73-8855
茶話会、地域の方々との交流会を行います。心や身体が
ちょっと疲れた時に来てもらえる場所です。
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玉名 玉名市
地域交流スペース
フルール

玉名市中751-4
フラワーショップフルール

株式会社　ライ
フコーポレー
ション

0968-74-0702
お花屋さんの芝生の庭を活用した地域交流のスペースです。
お茶を飲んだり、お弁当を食べたり、自由なフリースペースと
して地域の方に開放します。

玉名 玉名市 サロン有明ホーム 玉名市天水町部田見４４０
社会福祉法人
天恵会

0968-82-3332

・地域伝承、芸能継続支援
・地域交流イベント
・ボランティアコンサート
・季節行事による交流会
・茶話会

玉名 玉名市 サロンもやい処 玉名市築地64番１
社会福祉法人
天恵会

0968-74-3110
・地域の方、お花、生花、俳句等の趣味活動の場
・地域の花いっぱい運動への協力
・地域の学習教室としての場

玉名 玉名市
地域の縁がわ　もも
の花

玉名市滑石1090 暖　株式会社 0968-71-6171
・季節のイベントを通して、地域の方々との交流（年末のお餅
つき、ひなまつり、夏まつり、クリスマス会など）
・地域の伝統芸能の推進など（日本舞踊、オカリナなど）

玉名 玉名市 いわさきの縁がわ 玉名市岩崎762-2
医療法人 悠紀
会

0968-71-1855

地域に開かれた施設として社会貢献し、住民の身近な相談場
所となります。また災害時には、自主電源を活用し、住民の
方々の安全安心の拠り処となるよう努めます。
①地域交流会　②高齢者に関する相談

玉名 玉名市
ホットステーション滑
石

玉名市滑石2307-1
ライフケアデイサービスセンター
滑石

有限会社　ライ
フケア

0968-73-8855

地域に開かれた施設として、地域に対して社会貢献致しま
す。散歩の途中での休憩場所として、ベンチやテーブルをご
利用いただけます。
高齢者全般に関る相談をお受けできます。

玉名 玉名市
グループホームあり
あけの丘

玉名市天水町部田見４４８－１
社会福祉法人
天恵会

0968-71-5888

・地域伝承、芸能継続支援
・地域交流イベント
・ボランティアコンサート
・季節行事による交流会
・茶話会

玉名 玉名市

珈琲で「地域共生社
会」を目指す、玉名
まちなか縁側カフェ
づくり「地域福祉交
流館Finding R」

玉名市岩崎４７－１
社会福祉法人
玉医会

0968-57-7035

NPO支援・不登校支援・児童発達支援・就労支援等を複合的
に取り組む「地域福祉交流館FindingR」において、地域の方々
の”居場所”となる「玉名まちなか縁側カフェ」を開設し、風工
房R（障がい者就労支援事業所）のお菓子・コーヒーを提供し
ています。
支援が欲しい人・支援をしようと思っている人・支援について
特に考えていない人が出会うことによって、自分と違う誰かの
思いもよらない生き方に影響を受け、次への一歩が見つかれ
ばと思っています。

玉名 玉東町
介護ホーム「はぶ
の」

玉東町木葉713-3
社会福祉法人
玉東町社会福
祉協議会

0968-85-3150

高齢者だけでなく乳幼児・心や体に障がいを持つ方や、住民
の方々など、制度の枠を越えて、地域の誰もが安心して地域
で住み続けられるよう、気軽に集い、支え合う拠点としての地
域の縁がわづくりに取り組んでいます。

玉名 玉東町
カフェギャラリー等
多機能型施設「るぴ
なす」

玉東町二俣72
社会福祉法人
るぴなす会

0968-84-7858

障がい者多機能型施設として現在地に移転新築。住民との
交流を図るカフェギャラリーを併設し、障がい者が早朝からパ
ンやクッキーを作り、接客も行いながら地域住民と交流してい
ます。また、利用者が制作した絵画やさをり織り作品の展示も
あり、県内在住の画家の個展も開かれています。

玉名 玉東町 交流サロンこのは 玉東町木葉597-10 玉東町総務課  0968-85-3111
JR木葉駅隣に、住民交流スペースや展示コーナーがあるコ
ミュニティセンターを開設しています。情報発信や地域住民交
流の場として活用されています。

玉名 玉東町
屋外交流スペース
「仲よし広場」

玉東町木葉1021-1
地域住民グ
ループ

0968-85-2431
玉東町木葉の住民らが整地して設けた屋外交流スペースで
す。地域住民のコミュニケーションを図るために、住民が集ま
る機会を随時設けながら交流活動に取り組んでいます。

玉名 玉東町 白木谷地区サロン
玉名郡玉東町大字上白木220番
地1

上白木区 0968-85-372７

介護予防活動の拠点作りとして、社会福祉協議会、地域包括
支援センターと連携した高齢者の健康づくり（健康体操等）、
地域住民の交流（伝統的な季節の催事等）、ふれあいサロン
（レクリエーション等）を行っています。

玉名 和水町 銀河ステーション 和水町江田10-1
社会福祉法人
青いりんごの会

0968-86-5557

近隣の人達が気軽に立ち寄れる場所、高齢であっても障害が
あっても自由に食事ができる「地域のたまり場」を開設してい
ます。（取組内容）①パンの製造・販売、②誰でも自由に利用
できる喫茶店、③地域の人が気軽に利用できる寄り合い処、
④障がい者の相談所



地域の縁がわづくり取組団体 令和２年１月３１日現在

地域 区・市町村 縁がわ名 所在地 団体名 連絡先電話番号 取り組み内容

玉名 和水町
グループホーム夢
路

和水町前原90番地1 NPO法人 黎明 0968-71-8558

住宅地内にあるホームには、近所の方々が気軽に立ち寄り、
野菜を持ってきてくれたり、小学生が遊びにきたりしていま
す。地域の方々と一緒になってコンサートを開催するなど地域
交流活動に取り組んでいます。

玉名 和水町 ちびっこ夢ランド 和水町中十町124-1 夢ランド十町 0968-34-2814

夢ランド十町の部会組織である「ちびっこ夢ランド」では、毎月
第3土曜日に地区内の幼児、小学生を対象に絵本の読み聞
かせ、椎茸の駒打や山里散策などの自然体験やものづくり、
おやつ作りなどの活動を地域の高校生から高齢者までのボラ
ンティアにより行っています。また、町の食生活改善推進員の
協力により規則正しい食生活の大切さのお話や調理実習等
の食育も行っています。

玉名 和水町
大江田区自治会
地域の縁がわ　ひ
まわりテラス

玉名郡和水町原口479番１
大江田区自治会コミュニティセン
ター

大江田区自治
会

0968-86-3304
コミュニティセンターのテラス部分を活用し、いつでもだれでも
子ども、高齢者、障がい者、みんなが集える場所を提供し、交
流を促しています。

玉名 和水町 ゆるっと！ひふみ亭 玉名郡和水町中十町１２４－１ 夢ランドひふみ 0968-34-2814

空き家を使ってこれまで第3土曜日に取り組んでいた子育て
支援の多世代間交流「ちびっこ夢ランド」スタッフが中心となっ
て、火曜日に高齢者の交流支援やふれあいカフェを始めまし
た。今後は在宅高齢者への弁当宅配など地域の絆を深める
活動も計画しています。

玉名 和水町
地域の縁がわ　花
みずき別館テラス

玉名郡和水町藤田416
有料老人ホーム花みずき別館

有限会社　ふれ
あい松川

0968-71-8177

①ゆっくり談話できるテラスはバリアフリーで、どなたでも落ち
着いた時間をすごしていただけます
②入所者との交流（茶話会、花つくり）
③夏祭りなどのイベントで地域と交流する

玉名 和水町
地域の縁がわ　花
みずき３号館テラス

玉名郡和水町藤田416
有料老人ホーム花みずき３号館

有限会社　ふれ
あい松川

0968-71-8177

①ゆっくり談話できるテラスはバリアフリーで、どなたでも落ち
着いた時間をすごしていただけます
②入所者との交流
③テラスそばの芝生でのグランドゴルフ等で交流できます

玉名 和水町
地域の縁がわ　な
ごみの園・菊水

玉名郡和水町長小田３３４
グループホームなごみの園・菊水

有限会社　ふれ
あい松川

0968-71-8177

①入所者との交流
②茶話会
③地域の方との交流会
④季節イベントを一緒に楽しむ

玉名 和水町
地域の縁がわ　花
みずき藤だなテラス

玉名郡和水町長小田３３４
有料老人ホーム花みずき本館

有限会社　ふれ
あい松川

0968-71-8177

①藤だなの美しい季節には、茶話会で楽しめます
②すぐそばにバリアフリーの広いトイレ（別館内）がありますの
で、安心して談話の場として利用できます
③テラス前の広い駐車場を利用して、地域交流イベントがで
きます

玉名 和水町
地域のよりどころ
森の里

玉名郡和水町大田黒６９９
医療法人社団
直心会

0968-34-2800
①地域の方々の寄り道でくつろぎの場所
②季節イベント（おもちつき等）
③夏祭りで地域との交流

玉名 和水町 サロン和楽荘 玉名郡和水町平野１３００

社会福祉法人
三加和荘
特別養護老人
ホーム和楽荘

0968-34-2227

地域に開かれた親しみのある施設として地域に貢献したい。
①季節イベント（春まつりなど）を通して地域の方々との交流
会を持つ
②高齢者に関わる相談場所
③散歩で疲れた方のお休み所

玉名 和水町 ＭＡＭＡ－ＷＡ 玉名郡和水町日平１０６ ＭＡＭＡ－ＷＡ 0968-86-3088

地域のお母さん、子供達のサロンとして週３～４日開放しま
す。子育ての悩みなど、先輩ママさん達から話を聞き、交流し
てもらいたいと思っています。
地域のお年寄りのお茶のみの場となり、小さい子供とふれ
あっていただき、お互いに沢山の交流ができたらと思っていま
す。
又、働く前のお母さん達が、何か学べるスペースになる事も考
えています。

玉名 和水町 cafe榎原 玉名郡和水町榎原502-1 cafe榎原 090-1167-9903

地域の多くの世代が交流することを目的として、その交流の
場を提供する。
地域の方が育てた野菜や季節の山菜などを販売する販売会
や、ワークショップ参加者への販売し、地域住民の生きがいづ
くりとして、交流できるようなイベントを行っていきます。

玉名 和水町
地域の縁がわ　カ
フェ・ブラン（Café
blanc）

玉名郡和水町江田4348 株式会社 池鶴 0968-86-2033

月に１回、デイの１部屋を利用して、地域の方の語らいの場を
提供します。内容としては、以前から「ランチの要望」があり、
少しおしゃれな明るい空間で食事をしたいという声が寄せられ
ていました。地域の方々の交流の場として、情報交換や、趣
味を発展させるきっかけの場として取り組んでいきたいと思い
ます。
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玉名 南関町
南関町交流セン
ター「ゆるっと」

南関町大字小原1408番地 南関町 0968-53-2007

介護予防拠点、子育て支援拠点としての機能の他、世代間交
流等さまざまな町民のニーズに対応できるよう配慮した施設
です。ラドン湯を取り入れたお風呂もあり、ゆったりとした交流
の場となっています。

玉名 南関町
まちの駅 肥後ん関
ゆた～っと

南関町大字関町1437番地
TMOなんかん
（南関町商工
会）

0968-53-3280

空き店舗を利用し、だれでも気軽に立ち寄れ、ゆっくりお茶
（無料）でも飲みながら会話等をとうして交流を深めてもらう場
所としており、更に、ミニギャラリー、手作り作品等の委託販
売、町観光施設等の紹介、喫茶コーナーとトイレを設置し、ま
ちの駅として運営しています。

玉名 南関町 サロン和楽の里
玉名郡南関町大字久重字坂本３
４２４－３

社会福祉法人
三加和福祉会
グループホーム
和楽の里

0968-66-6355

地域に開かれた施設として社会貢献します。
①季節イベントを通して地域との交流を図ります
②高齢者全般に関わる御相談に対応します
③散歩途中のお休み処としてベンチを提供します

玉名 南関町
ふれあい広場　南
関の里

玉名郡南関町大字久重字坂本３
４２４－３

社会福祉法人
三加和福祉会
和楽荘デイサー
ビス南関の里

0968-66-6366
地域に開かれた施設として社会貢献します。
①地域のイベントに積極的に場所を提供します
②散歩途中のお休み処としてベンチを提供します

玉名 長洲町
えんがわ　つどい
むかいの

長洲町大字宮野356番地の1
ふれあい向野
地区福祉活動

0968-78-2735

介護予防活動の拠点作りとして、高齢者の健康づくり（健康体
操等）、子どもたちとの交流（夏祭り等）、ふれあいサロン（レク
リエーション等）、1人住まいの方の外出支援（花見等）を行っ
ています。

玉名 長洲町
みんなの蔵（いしは
ら）

長洲町大字長洲1193
西新町区自治
会

0968-78-0259
地域の高齢者を中心に集会所活動を行っており、布ぞうりづく
りを中心にコミュニケーションをとっています。ふれあいサロ
ン、健康体操などを行っています。

玉名 長洲町 せいわながすの里 長洲町大字長洲2990番地2
医療法人社団
聖和会

0968-78-8022

地域密着型サービス事業所の中に「地域交流室」を設け、地
元の自治会や子供会の活動にも開放しており、地域の１人暮
らしの方を対象とした活動も行っています。放課後は中学生
等も来所し、入所者の方の活動支援等を行ってくれており、地
域の縁がわとして、さまざまな方が集える場として活動を行っ
ていきます。

玉名 長洲町
地域交流ホーム
心の花

長洲町大字長洲2339-1
社会福祉法人
池修会

0968-78-0063

介護保険のデイサービスを提供する一方で、同じ建物内に地
域の皆さん、ご近所の方々が自由に使える場を設けていま
す。お隣に小学校がありますので、学校や生徒さん（子供た
ち）とのふれあい、交流を地域の中に広げていける様、少しず
つですが取り組んでいます。

玉名 長洲町
ふれあい葛輪地区
社会福祉協議会

長洲町大字永塩349の2 葛輪区 0968-78-5628
地域の高齢者を中心に、健康体操やふれあいサロンを実施し
ています。

玉名 長洲町
駅通り区ふれあい
サロン

長洲町梅田700-2学習センター
駅通り区社会福
祉協議会　すみ
れ会

0968-78-2752

毎週（金曜日）に、健康体操、ダンス、認知症予防の勉強会等
を行った後に、サロン（茶話会）を行っています。皆で持ち寄っ
たお菓子を摘みながら、楽しいおしゃべりの場として笑顔の絶
えない場作りをしています。

玉名 長洲町
地域の縁がわス
ロースペース

玉名郡長洲町大字長洲2918-2
NPO法人スロー
すてっぷ

0968-78-7200

子どもから障がい者、高齢者を問わず立ち寄れるサロンの開
設や、「障がい」を地域に理解してもらうための講演会の開
催、その他小物作りなどの開催、定期的に地域住民や障がい
者や家族との共同開催によるフリーマーケットなどを行うこと
により、障がい者と地域住民が共に共生できる居場所作りを
行います。

玉名 長洲町
地域の縁がわ　月
華苑

玉名郡長洲町大字清源寺1060
社会福祉法人
池修会

0968-69-2018
①地域老人会との交流（茶話会）
②作品展示会
③地域子ども会との交流

玉名 長洲町
地域の縁がわ　花し
のぶ

玉名郡長洲町大字清源寺1060
社会福祉法人
池修会

0968-78-0636

①地域老人会との交流（茶話会）
②季節イベント
③もやい相談、集いの場
・なるべく普段着交流の、更に楽しい場を将来的には考えてい
ます。

玉名 長洲町
ふれあい平原地区
社会福祉協議会

玉名郡長洲町清源寺3272-1 平原区自治会 0968-78-0773
高齢者の健康づくり、茶話会、世代間交流、１人住まいの世
帯への見守り活動や、引きこもりの人が外に出て行動するこ
とで喜びを感じられる活動を推進しています。
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玉名 長洲町
地域の縁側「ながす
庵」

玉名郡長洲町大字長洲1306
公益社団法人
熊本県看護協
会

0968-78-7788

居宅介護支援・訪問看護の事業所と同じ建物内に地域の皆
様が集い、交流して頂ける場所を造りました。どなたでも気軽
に寄っていただき、まずは健康相談から少しずつ行っていき
たいと思います。


