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155 宇城 宇土市
木造洋館レストラ
ン昭和カフェ「銀
乃船」

宇土市築籠町141-2
社会福祉法人
銀河の会

0964-22-5623

障がい者の地域で働く場として、また地域の方々との交
流の場として、戦前に建てられたレトロな木造洋館を改
修し、カフェレストランを開設しています。障がい者が
ウエイター、ウエイトレスとして働き、店内ギャラリー
は、絵画や絵手紙などの発表の場にもなっています。

156 宇城 宇土市 温心会 宇土市栗崎町736-1
NPO法人 温心
会

0964-24-6100

高齢者有料老人ホーム、デイサービス、保育園など、高
齢者、障がい者、子どもという行政の縦割りを超えた
サービスの提供や、それぞれのノウハウを活かし、総合
交流の機会を設けるなど総合的に福祉サービスを提供し
ています。

157 宇城 宇土市 たんぽぽの家 宇土市古保里町993-1

社会福祉法人
はるかぜ会 デ
イサービスた
んぽぽの家

0964-24-1155
子どもからお年寄りまでいつでもだれでも気軽に利用で
きる地域交流スペースがあり、デイサービスでは、介護
や介護予防が必要な方を支援します。

158 宇城 宇土市
宇土いきいき支援
センター

宇土市南段原町161-2
社会福祉法人
白日会

0964-22-4100 公民館のような地域住民の交流の場として、また高齢者
などへの支援の拠点づくりにも取り組んでいます。

159 宇城 宇土市
小規模多機能事業
所ぬくもり

宇土市松山町1908-1
特別医療法人
再生会

0964-22-4100

認知症高齢者グループホームを併設し，事業所内に地域
で利用できる地域交流スペースを設置し、隣接する保育
園との交流のほか、こども110番にも登録する等、地域
との交流を進めています。また、民生委員、老人クラブ
等が参加する運営推進会議を定期的に開催し、地域に開
かれた事業所を目指しています。

160 宇城 宇土市
小規模多機能ホー
ムうと本町

宇土市新小路町2
医療法人社団
金森会

0964-24-5888

デイサービス、ヘルパーステーション、高齢者有料老人
ホームを併設し、事業所内に地域で利用できる地域交流
スペースを設置しています。隣接する保育園との境に通
路を設置し、いつでも子どもたちと交流できるような配
慮がなされています。また、民生委員、地域住民、老人
クラブ等が参加する運営推進会議を定期的に開催し、地
域に開かれた事業所を目指しています。

161 宇城 宇土市
上松山いきいきサ
ロン

宇土市上松山町（上松山コ
ミュニティーセンター）

花園地区社会
福祉協議会

0964-22-4822
毎月第４（土）10時～12時に高齢者が集まり、料理教
室をしたり勉強会などで半日を楽しく過ごします。ま
た、4月は新１年生通学路の見守りも行っています。

162 宇城 宇土市
宇土市福祉セン
ター囲碁会

宇土市浦田町44
宇土市福祉セ
ンター囲碁会

0964-23-3756
（宇土市社
協）

毎週月～金の13：00～16：00に囲碁を楽しんでいま
す。高齢者と若い世代が対局するなど、世代間交流等を
行っています。

163 宇城 宇土市
曽畑区（野口神
社）

宇土市岩古曽町曽畑 曽畑区
0964-23-3756
（宇土市社
協）

高齢者の方が自然に集まるようになり十数年続いてい
る。殆ど毎日集まり、話をしたり、寝ころんだりと自由
にしており、たまに近所の方も会話をしに来られたりと
世代間の交流の場にもなっています。

164 宇城 宇土市 エンジョイハウス 宇土市石小路町46番地
社会福祉法人
銀河の会

0964-23-1090

地域の方々の、交流の場として提供しています。縁がわ
のスペースに隣接する部屋では、当施設の利用者が毎日
お菓子作り作業をしており「共に生きる地域」の自然な
形を実感しています。
人形作り教室、布の小物作りクラブ、幼児のお楽しみ会
等に使われ、とても喜ばれています。

165 宇城 宇土市
地域の縁がわ　釈
光

宇土市松山町2490
特定非営利活
動法人JEF

0964-22-3007

社会問題となっている耕作放棄地解消に努めると同時に
雇用の創出を生み、関係地域住民のふれあいの場所とな
り生産する喜びを得ることにより、地域住民の楽しさ、
やさしさ、そして助け合いに寄与することを目的に取り
組んでいます。

166 宇城 宇土市
地域の縁がわ　緑
川

宇土市野鶴町353番地
社会福祉法人
緑翠会　緑川
保育園

0964-22-0321

毎週月～土（日祝日を除く）9:30～14:30まで、緑川保
育園内で子育て集いの広場を開設、園庭を開放し、誰で
も気軽に利用できる地域交流スペースを設けています。
また、講習会や講演会も公開し、菖蒲祭りや夏祭りなど
の地域交流事業を行っています。

167 宇城 宇土市
ベーカリー＆カ
フェ　デイジー

宇土市高柳町３５－４
ベーカリー＆
カフェ　デイ
ジー

0964-27-7022
地域の住民の方、子どもさんからお年寄りまで集う会や
イベントを行っており、他にも、コンサートやピアノ教
室、婚活食事会を行っています。

168 宇城 宇土市 まるめろ 宇土市走潟町８０２－１
社会福祉法人
緑翠会　走潟
保育園

0964-22-6571

毎月20日に隣接する福成寺本堂にて、定期的に集いの場
を設け、その中で、保育園児との交流を行ったりしてい
ます。また、非定期的に、地域のボランティア団体の方
を中心とするバーベキュー大会などのイベントにも場所
の提供を行っています。
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169 宇城 宇土市
西城園「地域の縁
がわ」

宇土市下網田町1905
社会福祉法人
順風会

0964-27-0555

毎月、季節に応じた行事（餅つき、鏡開き、ひな祭り
等）を実施するともに、施設を開放して地域の住民の方
（特に、独り暮らしの高齢者）や幼稚園児さんと一緒に
なって交流事業を実施しています。
また、毎週１回地域の方々と一緒に施設内に交流カフェ
「西城園カフェ」を開設して、お茶のみやおしゃべりの
場として利用いただいております。

170 宇城 宇城市
豊川デイサービス
センター

宇城市松橋町南豊崎855
社会福祉法人
水光会

0964-32-6866

空民家を活用した小規模通所介護施設としての機能及び
地域密着型の施設として地域の方が誰でも気軽に立ち寄
れ、くつろげる雰囲気で交流できるように取り組んでい
ます。

171 宇城 宇城市 笑 宇城市松橋町久具２５８４

（たすけあい
ワーカーズ
笑）グリーン
コープゆるり
の家

0964-32-5454

商店街の元呉服屋を改装し、「デイサービスセンターゆ
るりの家」「ふくしサービスセンター笑」を開設してい
ます。介護保険での通所事業所として近所の高齢者が自
分の好きな時間に来て、手芸をしたり、テレビを見た
り、横になったり、通所の方に限っては、自宅での生活
が不安になった時は宿泊できる等多機能型の福祉ホーム
づくりに取り組んでいます。また、月に1回「笑ちゃん
サロン」を開催してます。

172 宇城 宇城市
ふれあい家族の家
オレンジハウス

宇城市小川町南部田131-1
医療法人社団
仁水会

0964-43-5507

認知症対応型共同生活介護（グループホームふれあい家
族の家）と認知症対応型通所介護（オレンジハウス）の
施設機能とオレンジハウス併設のコミュニティースペー
スを地域に開放して、デイサービス利用者と地域住民と
の交流等に取り組んでいます。

173 宇城 宇城市 郷 宇城市松橋町西下郷236 有限会社 郷 0964-33-6070

認知症グループホームにおいて、秋祭り、クリスマス
会、家庭菜園などへの地域の方々の参加を通じ、地域住
民との交流を深め地域に拓かれたホームづくりに取り組
んでいます。空室があれば、地域内外からの宿泊サービ
スも行っています。

174 宇城 宇城市 熊本こすもす園 宇城市松橋町豊福1786番地
社会福祉法人
熊本県手をつ
なぐ育成会

0964-33-4551
知的障がい者授産施設において、地域住民とふれあい交
流を目的に毎年秋に感謝祭を開催しています。また、週
3日、老人宅に配食サービスを行っています。

175 宇城 宇城市 ピンクスマルシェ 宇城市松橋町曲野2326
特定非営利活
動法人　宇城
さんさん工房

0964-33-6978
健常者と障がい者によるカフェの営業や手作り教室の開
催と手作り雑貨の販売、それと誰でも利用できるコミュ
ニティルームの開放をおこなっています。

176 宇城 宇城市
地域の縁がわ「た
がわによっていき
なっせ！！」

宇城市松橋町豊崎2030-1

株式会社 タガ
ワブレース
高齢者専用賃
貸住宅たがわ

0964-53-9606 地域の住民、老人会、学校、子供会などとの交流や共同
でのイベント開催を行っています。

177 宇城 宇城市
地域の縁がわ「ひ
かりによっていき
なっせ！！」

宇城市小川町南部田1556-1

株式会社 タガ
ワブレース
有料老人ホー
ムひかり

0964-43-5533 地域の住民、老人会、学校、子供会などとの交流や共同
でのイベント開催を行っています。

178 宇城 宇城市 まつぼっくり 宇城市松橋町久具86-1

社会福祉法人
まつの木会
まつの木作業
所

0964-32-3500

障がい者の通所施設（まつの木作業所）の向かいにある
「みんなの家　まつぼっくり」の駐車場で毎週水曜日に
移動販売車でコロッケを販売しています。この日は買わ
れる方や地域の方々にお茶飲み場としてこの「まつぼっ
くり」を開放しています。

179 宇城 宇城市
ミナクルショップ
明日香（あすか）

宇城市松橋町豊福163
社会福祉法人
清香会

0964-32-0444

多機能型事業所明日香、ミナクルショップ明日香を拠点
として、地域住民や農産物生産者、障がい者、高齢者な
どが集い、音楽や読み聞かせなど様々な文化的催しを企
画するなど老若男女、障がいの垣根を越えた新しいカタ
チの交流を進めています。障がい者の就労の場として新
たにショップ併設の交流カフェを計画中です。

180 宇城 宇城市
ひっすう苑　お縁
のひととき交流

宇城市松橋町曲野13-12
一般社団法人
熊本総合福祉

0964-32-4033

ひっすう苑の施設内で高齢者などが交流し、語り合うこ
とと共に、職員の相談機能を活かし、自分史づくりを高
齢者と実践することで、地域住民の助け合いができる仕
組みづくりに取り組みます。

181 宇城 宇城市
大空保育園　ぴい
ちゃんハウス

宇城市小川町南小野１１６６
社会福祉法人
小川大空会
大空保育園

0964-43-1536

自主事業としての子育て支援（園庭開放・育児相談）に
取り組んでいます。地域のご家庭で子育てをしている保
護者のみなさんの為に、仲間との出合い、いろんな情報
交換ができる場所として利用して頂き、楽しい子育てが
できるようお手伝いをしています。

182 宇城 宇城市
生きがい元気セン
ター

宇城市三角町里浦２８５５番
５

社会福祉法人
黎明福祉会

0964-54-1100

介護予防を兼ね、いきいきとした生活を送るために地域
の方々との交流を図りながら、健康チェックやレクレー
ション、昼食、入浴（温泉）を送迎付きで行っていま
す。

183 宇城 宇城市 宇城きぼうの家
宇城市不知火町高良２７１０
番地

ＮＰＯ法人
宇城きぼうの
家

0964-32-5948

ＪＲ松橋駅の近隣に立地し、障害福祉サービスの就労継
続支援Ａ型、Ｂ型、地域活動支援センターⅢ型を運営し
ている事業所です。地域の住民の方々と日々交流を図り
ながら、地域の縁がわとして活動を行っています。
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184 宇城 宇城市 笑顔の楽園 宇城市不知火町松合７５１
特定非営利活
動法人　正心
会

0964-42-2155
毎週水曜、金曜に、サロン活動（地域の方）、トラン
プ、カラオケなどを行っています。年1回、夏祭りやグ
ランドゴルフ大会を開催しています。

185 宇城 宇城市
地域の交流館　う
さぎさんち

宇城市小川町西北小川３２
有限会社　ヤ
マノ

0964-43-3111
交流カフェ、パッチワーク教室、手芸教室を開催すると
ともに、交流スペースの無料貸し出しやふれあい公園開
放を行っています。

186 宇城 宇城市 オリーブハウス
宇城市松橋町松山３５９１－
４

医療法人社団
仁水会

0964-42-7300
月に1回、生け花教室を実施しています。対象の方は地
域住民の方です。また、松橋小学校の生徒と利用者との
ふれあいの交流の場を提供しています。

187 宇城 宇城市
ふれ愛サロン「ま
がの」

宇城市松橋町曲野３５－１
社会福祉法人
水光会

0964-34-0515

地域交流スペースにおいて、毎週月曜日、小学生、中学
生を対象に「地域の学習教室」を開催しています。ま
た、近隣の方を対象に、月2回、パッチワークやフラダ
ンス教室、また、句会も開催し、地域の方が気軽に利用
できるよう、無料で開放しています。

188 宇城 宇城市
Café de Monk
とよの

宇城市豊野町糸石２２４９
一般社団法人
あなたの駈け
込み寺

090-4865-
8436

地域住民のお茶のみ、おしゃべりの場として、「カ
フェ・デ・モンク」という名前の由来のように、文句で
も言いながらホッと一息ついていただければと思ってい
ます。愚痴でも相談でも気になっていることでも、なん
でも構いません。モンク（英語で言うお坊さんのこと）
が、あなたのこころの中にある「文句」を聞きながら一
緒に「悶苦（もんく）」します。

189 宇城 宇城市 農のえんがわ 宇城市松橋町西下郷４５０２
豊福地域・農
の未来創造協
議会

-
不定期（週１回程度）地域住民等が当地に集い、畑の世
話をしながら、住民同士が
交流するとともに、食と農に関する学びを行います。

190 宇城 美里町
みどりの森交流サ
ロン

下益城郡美里町遠野1927-2
社会福祉法人
西照福祉会

0964-47-8120
誰もが気軽に集い、それぞれの趣味や特技を生かし知恵
を提供し合い共に生きる場として交流し、誰もが社会参
加することの可能な場の創造を目指しています。

191 宇城 美里町
コミュニティハウ
スみんなの家（み
んなの公民館）

下益城郡美里町土喰4
社会福祉法人
千寿会

0964-47-1118

土喰地区の「いきいきサロン」を開催する他、地域住民
を対象にした転倒予防教室や特定高齢者を対象とした介
護予防教室を開催しています。また、子育て中のお母さ
んと赤ちゃんとの定期的な交流会や、障がい者支援相談
会、各種会議、作品展示会、手芸やパソコン教室など地
域のふれあい、世代間交流の場として活動しています。

192 宇城 美里町
縁がわカフェ　花
みずき

下益城郡美里町三和字小迫
238番１

社会福祉法人
千寿会

0964-47-1118
週に4回程度のペースで施設を開放し（地域住民どなた
でも対象）、お茶会、カラオケ、料理教室、季節の行事
等を行い、交流の場を提供する。

193 宇城 美里町 あおぞらの縁がわ

下益城郡美里町小筵６８８－
２
（美里町子育て支援センター
あおぞら）

社会福祉法人
三山会

0964-46-2849
週2回、老人会への園庭開放（グラウンドゴルフ）を
行っています。また、近所の子どもから老人までの方々
と交流（チャリティバザー等）を行っています。


