
地域の縁がわづくり取り組み団体一覧 平成29年9月29日現在

縁がわ番号 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

468 球磨 人吉市 紅取交流サロン 人吉市中神町大柿105-3
人吉市中神町
大柿町内会

0966-24-6263

町内会、女性部、老人会、子ども会、町内ボランティア
の連携により、各年齢層の交流の場として、各種団体の
活動の場として利用されています。また、毎月第3土曜
日に開催されるフリーマーケットには、地域で栽培され
た野菜類が並び、活気が出てきています。

469 球磨 人吉市
「青井さん」ふれ
あいサロン

人吉市下青井町25-5
人吉市下青井
町内会

0966-23-2101

公民館を週2回開放しています。1回平均20名が訪れ、
各種作品づくりや会話を楽しんでいます。その他毎月の
誕生日会、節句の祝、七夕の餅つき等、各種団体の交流
も盛んになっています。

470 球磨 人吉市 いこい 人吉市九日町25番地
人吉シルバー
人材センター

0966-24-4681

空き店舗を利用し、センター会員の手作りによる野菜や
惣菜、バッグ等小物類並びに陶器、椅子、テーブルなど
多岐にわたる物品を販売しています。また、来店された
お客様へ会員手作りの漬物やお茶を提供し、市民の憩い
の場となっています。地理的にもバスの停留所のそばに
あるため、バス待ちの市民の方が多く来店されていま
す。

471 球磨 人吉市 くま川無人販売所 人吉市矢黒町
地域住民グ
ループ

-

地元の農家9軒で採れた野菜を持ち寄り販売を行ってい
ます。販売は、午前8時から午後2時までで、交替で店番
をしています。野菜等の種類も大根、ねぎ、にんにく、
冬柿、いも、柚子こしょう、もち米など10種類を超え、
もちろん季節によって品揃えも変化します。掘建て小屋
風の店の中には、冬にはこたつやストーブで暖をとり交
替で店番をしています。来店されたお客さんへお茶や漬
物のサービスもあり、世間話から政治の話題まで色々話
しがはずんでいます。

472 球磨 人吉市 なごみの里 人吉市下林町大字大島103
つばめタク
シー 株式会社

0966-22-7877

ふれあいホームとして高齢者の日中一時預かり、お泊ま
りに取り組むほか、地域住民による音楽コンサート、フ
ラダンス、餅つき大会、新春行事等を開催し、地域世代
間交流事業を実施しています。

473 球磨 人吉市
瓦屋町えん側サロ
ン「かたらん
ねー」

人吉市瓦屋町1126-1
瓦屋町えん側
サロン「かた
らんねー」

0966-22-3761

月1回、第2火曜の午前中（9時から12時）に公民館を
借りて、サロンを実施しています。参加者の参加料100
円で茶菓子などの経費にあてています。レクレーション
なども織り込み、生きがいや楽しみをもてる場づくりを
行っています。

474 球磨 人吉市 ほっとわーく
人吉市大畑町3999-2番地
（おこば保育園地内）

社会福祉法人
明光福祉会

0966-23-0504

よもぎ団子づくり、七夕飾り、もちつき、マラソン大会
等の年中行事開催を発端に、地域住民による子ども、高
齢者見守りや世代間交流を趣旨とする住民茶話会を開催
し、定着しつつあるところです。

475 球磨 人吉市
地域の縁がわ”ひ
まわり”

人吉市矢黒町１８８０－２
有限会社　郷
土の家庭料理

0966-22-1044

食・農・命について考える「ひまわりグループ」を結成
し、ボランティアやまちづくり活動を行いながら、地産
地消・食を地域資源とした拠点、郷土の家庭料理「ひま
わり亭」をたちあげました。高齢者や子育て中の母親等
の就労の場として広がりをみせ、食や命・農をテーマと
した各種イベントを開催、食育活動の推進、地域のアン
テナショップとして情報発信の場となっています。

476 球磨 人吉市
”ひまわり”ス
テーション

人吉市瓦屋町１８４８
社会福祉法人
松美会　ひま
わり保育園

0966-23-5396

子ども達と地域の高齢者、障がいのある人達との交流を
年間３～５回行っています。夏まつりへの招待や、ひま
わり農園での食育活動（いも掘り、田植え、稲刈り等）
にも参加していただいています。又、収穫した物を料理
し、一緒に食事会等も行っています。

477 球磨 人吉市
多目的ホール御薬
園

人吉市七地町495番地
介護老人保健施設リバーサイ
ド御薬園内

医療法人社団
健成会

0966-22-6811

町内会、婦人会、老人会、子ども会等の会議や打合せの
場として、また、交流の場として、御薬園内の研修室を
開放します。
開放する曜日及び時間：日～土　　午前9時～午後5時

478 球磨 人吉市
さざなみ☆えんと
えん

人吉市下戸越町１６３２－１
社会福祉法人
西瀬福祉会

0966-22-5519
週二回を目途に子供と地域の住民がふれあう場を設けて
います。介護予防のための健康チェックや様々な活動を
通した健康増進を地域と連携しながら推進します。

479 球磨 錦町
にしきおおづる地
域交流

錦町西70
社会福祉法人
洋香会

0966-38-5070

地域の誰もがいつでも気軽に集い、高齢者や子どもたち
との触れ合い、グランドゴルフやカラオケ教室等を通じ
た子育て支援活動など地域のコミュニケーション活動の
拠点として地域の縁がわづくりに取り組んでいます。

480 球磨 錦町 牛小屋卓球場 錦町大字木上西1543-1
下十日市老人
会

-
老人会の発案で空いていた牛小屋を改造したものです。
会としては、グランドゴルフもあり、雨の日やサロン時
に利用しています。休みには、小学生が使用します。

481 球磨 錦町 みんなの縁がわ 錦町一武745-4
社会福祉法人
福島保育園

0966-38-0260

子育て支援センターを核にお年寄りや障がい者、子育て
中の方や子どもたち、いつでも誰もが気軽に集える多機
能型の楽しく過ごせる拠点として、地域の人たちが多様
な交流ができるよう取り組んでいます。



地域の縁がわづくり取り組み団体一覧 平成29年9月29日現在

縁がわ番号 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

482 球磨 錦町
アート工房クレヨ
ンの森

錦町大字一武2196-2
NPO法人 くれ
よんのもり

0966-38-2435

障がい者支援が中心となる施設ですが、障がい者に限定
することなく、関わりを積極的に地域に持たせたいと考
えています。「ユニバーサルイベント」や「アート教
室」を開催し、地域の方々と一緒になって芸術にふれあ
う企画を実施しています。

483 球磨 錦町 町の台所　あかり 錦町一武1587
町の台所　あ
かり

0966-38-6066

代表他運営会員が日頃からの民生委員活動を通じ、高齢
者配色サービスの必要性を感じていました。一方、高齢
者の作った農産物がその集配の手間から破棄されている
現状があり、地産地消による高齢者配食サービスに取り
組んでいる。地域住民が気軽に集い、地元料理の伝承等
を通じた地域の縁がわ活動を目指しています。

484 球磨 錦町
地域の縁がわ（第
一分館公民館）

球磨郡錦町大字西897-1 錦町第一分館 0966-38-4585
錦町行政区第一区の一丸・上一丸・京ノ峰集落民を対象
として、5日毎、グランドゴルフ練習、地域の縁がわを
実施しています。そば打ち体験場もできました。

485 球磨 錦町
地域の縁がわ（久
保宇野公民館）

球磨郡錦町大字西1599-2 錦町第一分館 0966-38-4585

錦町行政区第一区の久保宇野・無田原集落民を対象とし
て、毎週水曜・土曜日に久保宇野公民館において地域の
縁がわを実施しています。第一公民館そば打ち体験場と
の交流も行っています。

486 球磨 錦町 指杉『談だん』
球磨郡錦町大字西　指杉公民
館

指杉『談だ
ん』

0966-38-0270
公民館でのおしゃべりや、昔遊び、季節の花の植栽、公
民館周辺の清掃、子どもたちへの声かけなどを行ていま
す。また、高齢者訪問や入所先訪問も行っています。

487 球磨 多良木町 わかば園 多良木町多良木1537
株式会社 ケ
ア・サポート

0966-42-3918

小規模多機能型ホームに併設して学童クラブを設置する
ことにより、高齢者と子どもの交流を支援しています。
地域に開放している学童クラブ内の室内スペースは広大
で、地域交流にができます。

488 球磨 多良木町
町の駅『えびす
畑』

多良木町多良木730番地
多良木町商工
会

0966-42-2525

郊外店舗隆盛により、国道２１９号線沿い多良木町中心
部には小売店舗が少なくなり、買い物難民となった高齢
者等が多数おられます。当館は、地元農産物等の取扱い
を通じ、買い物及び町民が気軽に集える地域の縁がわと
して機能しています。

489 球磨 多良木町 あずみ野縁がわ
多良木町多良木257-1番地
（あずみ野地内）

社会福祉法人
多良木福祉会

0966-42-6400

当施設の駐車場をグランドゴルフ場として地域住民が活
用しているほか、施設内ホールでは、定期的に太極拳や
コーラスの練習が行われており、自然に地域住民が集う
地域福祉拠点となりつつあります。

490 球磨 水上村
I‐girls（アイガー
ルズ）えんがわ ふ
れ愛カフェ

熊本県球磨郡水上村岩野地内
I‐girls（アイ
ガールズ）

090-7152-7024

団体名「I‐girls」の「I」には、愛するの「愛」、出会い
の「会い」、分かち合いの「合い」の意味を込め、地域
に愛されるグループを目指して活動しています。
メンバーは、看護師・保育士・介護支援専門員・歯科技
工士・作業療法士・調理師・コンディショニングトレー
ナー・エアロビクスインストラクターなど、地域にいる
専門職を中心に構成されています。
多彩な専門職の経験を生かし、地域で子育て支援や高齢
者の介護予防支援、相談などにのりながら、交流の中で
楽しい時間が過ごせるような「場所」を作りたいと考え
ています。
活動内容ですが、月１回、高齢者と子どものふれあいの
場として公民館で開催しています。季節の行事や食事を
みんなで楽しんでいます。地域の子どもたちと高齢者が
顔見知りになり、声を掛け合う地域づくりを目指してい
ます。ソーメン流し、運動会、お花見、クリスマス会、
遠足、と毎月楽しみに参加していただいています。

491 球磨 相良村 あかつきの里 球磨郡相良村柳瀬577
社会福祉法人
暁福祉会

0966-24-4859

専用の縁がわスペースを増設し、原則として保育所開所
日に合わせて開放しています。世代間交流、地域の高齢
者や学校帰りの子どもたちの立ち寄ることの出来る場づ
くり、お茶のみ、会話の場、保護者同士の交流場所づく
りに取組んでいます。伝統行事の場所としても活用され
喜ばれています。
既存の園舎外バリアフリートイレやシャワー設備等とと
もに地域の方々の気軽な交流の場として、また、地域の
臨時避難場所としても活用できる場となることを目指し
ています。

492 球磨 あさぎり町
あすなりの丘
ふぁーむ

あさぎり町須恵1041-1
あすなりネッ
トワーク

090-1194-0371

旧須恵保育所を利用した障がい者作業所に交流スペース
を設け、地域の高齢者等との交流を催し、誰もが気軽に
集える場所を地域に提供し、地域の見守り・支え合いに
取り組んでいます。



地域の縁がわづくり取り組み団体一覧 平成29年9月29日現在

縁がわ番号 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

493 球磨 あさぎり町
地域サロン　だん
だんなぁ

あさぎり町岡原单７７番地１
社会福祉法人
洋香会

0966－45－

5683

近隣の地域の方で野菜を作っているところに声をかけて
売店スペースを設けて活用してもらっています。近隣の
水墨画を書かれている方に展示スペースを設けて定期的
に新作の絵画を展示してもらっています。このように交
流の場所づくりに取り組んでいます。

494 球磨 山江村
時代（とき）の駅
むらやくば

球磨郡山江村山田甲1415
NPO法人か
ちゃリンクや
まえ

0966-35-7000

農村レストラン「やまえのまんま」の運営を中心に、地
域食材を使ったむらづくりを目指しています。ランチメ
ニューの提供や団体の受け入れ等により、地域に開かれ
たお店づくりを行っているほか、歴史的建造物の清掃活
動や勉強会、お誕生会等も定期的に行っており、地域の
女性の就労の場にもなっています。

495 球磨 球磨村
アットホームどん
ぐり

球磨村渡乙2684番地（アッ
トホームどんぐり地内）

社会福祉法人
慈愛会

0966-25-6630

月１回程度、地域住民が集い、思い思いに雑談等してい
ます。今後、年中行事や地域イベント等と絡めて、当施
設を拠点とした球磨村渡地区の地域福祉、世代間交流を
展開していきたいと考えています。

496 球磨 球磨村
球磨村高齢者生活
福祉センター「せ
せらぎ」

球磨郡球磨村大字一勝地乙１
－５

社会福祉法人
球磨村社会福
祉協議会

0966-32-0022

当センターでは、温泉をひいており、村内在住の高齢者
の方は、100円で入浴ができます。日替わりで老人会が
定例会や憩いの場として利用される他、サロンの会場
や、村内各種団体の会議・研修会の会場としても無料開
放しています。社協と併設していますので、住民の相談
窓口となっています。

497 球磨 球磨村
神瀬福祉センター
たかおと

球磨郡球磨村大字神瀬字宮園
25-1

社会福祉法人
球磨村社会福
祉協議会

0966-32-0022

球磨村神瀬地区に「福祉の拠点」として、平成26年5月
に開所しました。現在は、デイサービス、ふれあいサロ
ンをはじめ、健康教室、調理教室、その他、地域の集会
場として多くの方々に幅広く活用されています。


