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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

菊池 菊池市
交流サロン「ひま
わり」

菊池市野間口567-4
NPO法人 菊池
ひまわりの会

0968-25-5141

地域の方々、高齢者、障がい者、子どもたちなど誰もが
集える場所として、「喫茶コーナー」、「おもちゃコー
ナー」を整備し、子育てに悩むお母さん達との交流の場
や、障がい児を持つ親の会の研修の場となっています。
また、地域の小学校との交流事業も定期的に行われてい
ます。

菊池 菊池市
きくちふるさと水
源交流館

菊池市原1600
NPO法人 きら
り水源村

0968-27-0102

中学校跡地を活用した、まちづくり＆グリーンツーリズ
ム拠点施設です。地域に残る伝統文化や生活技術、豊か
な森と水に囲まれた自然を「子どもや孫、そのまた孫
に！」を合言葉に、かつての学舎を拠点に活動を展開し
ています。

菊池 菊池市
「菊池まちづくり
千年の風」館（や
かた）

菊池市隈府1329
NPO法人 菊池
まちづくり千
年の風

0968-25-1131

昔の街並みが残る菊池市隈府の御所通にある、昭和2年建
築の旧料亭を改修し、高齢者、障がい者、子育て中の方
をはじめ誰もが気軽に立ち寄る場所にし、市民ボラン
ティアの養成や身近な仲間のコンサート、郷土料理の提
供、古典遊技「投扇興」等、隣接する能場や将軍木等観
光の名所と連携したまちづくりの拠点としての地域の縁
がわづくりに取り組んでいます。

菊池 菊池市 わらび学園 菊池市重味字北原2380-7
社会福祉法人
菊愛会

0968-27-1381

知的障害者更生施設において、地域のネットワークづく
り、障がい者の作品展示会の実施や地域住民への研修会
を実施し、やさしく住みやすい町づくりに取り組んでい
ます。また、地域で暮らすグループホーム利用者と地域
住民との交流を行い、誰もが普通に暮らせる環境づくり
を推進しています。

菊池 菊池市
ながむら縁側クラ
ブ

菊池市泗水町永3240-1 （永
区公民館）

菊池市泗水町
永区

0968-38-6405
（永区長 岡崎典
良）

高齢者と子どものふれあいを中心に区民の自主的な活動
を発信する。また、公民館を定期的に開放し、区民の交
流・高齢者の見守りの基地として活動する。

菊池 菊池市
交流サロン　コム
サール

菊池市隈府469-10　コム・
サール内

社会福祉法人
菊愛会

0968-27-1381

元ショッピングセンターを活用して運営している施設
が、その一角を改修し、パンづくり体験、竹馬・独楽づ
くり教室の開催や街角ギャラリーの常設等による交流拠
点づくりに取り組んでいます。

菊池 菊池市 今区ふれあい会 菊池市今728
今区ふれあい
会

0968-25-5000

（菊池市社会
福祉協議会）

県菊池地域振興局による「いすに座ってできるきくちゃ
ん体操」の開発にモデルとして協力したことをきっかけ
に、地域つながりの仲間で自主活動のサロンを立ち上
げ、今区の公民館で高齢者の心と身体の介護予防に取り
組んだり、きくちゃん体操の普及推進に向けて体操サ
ポータとして活躍しています。

菊池 菊池市 菊池れとろ館 菊池市隈府104
社会福祉法人
不動会

0968-46-2524

大きな蔵の一番奥にデイサービスを配置し、その手前に
は地域の高校生や一般の方々も利用できる食堂、甘辛
屋、フレンチ居酒屋があります。老若男女を問わず交流
できる場を提供し、中央広場にはイベントもできるギャ
ラリーと和室を用意しています。イベント等での交流を
行い住み慣れた地域で出来るだけ長く生活出来るよう取
り組んでいきます。

菊池 菊池市 Cafe花見丁 菊池市隈府238番地
ＮＰＯ法人 在
宅応援花見丁

0968-26-5220

車いすやベビーカーごとラクラク入れるスロープを整備
し、広々としたウッドデッキで縁がわ活動を行っていま
す。おいしいお茶やコーヒーと手作りのお菓子を用意し
ていますので、皆さんお気軽にお越しください。

菊池 菊池市 たしまっこ 菊池市泗水町田島584番地１
社会福祉法人
田島会　田島
保育園

0968-38-2802

地域のお年寄り、子ども、支援が必要な方々と一緒にさ
とうきびの栽培、絵手紙教室、古布の会、手作り味噌な
どの地産食材を使ってのクッキング等をそれぞれ月１～
２回行っています。

菊池 菊池市
みゆきハッピーハ
ウス

菊池市北宮308-1
社会福祉法人
菊幸会

0968-25-3602
地域連携づくりの拠点として、グリーンカーテンや野菜
作りを地域住民と園児とで行います。冬には収穫した大
豆できな粉を作り、もちつきを通して交流を深めます。

菊池 菊池市
地域ふれあいホー
ム　つどいなっせ

菊池市野間口488番地１３
社会福祉法人
菊愛会

0968-36-9750

地域にお住まいの方はもちろん、誰もが気軽に立ち寄れ
る交流の場所づくりに取り組んでいます。また、子育て
や介護等の相談、情報交換ができる場所を提供していま
す。

菊池 菊池市 こんぺいとう 菊池市隈府上町210
こびとのマル
シェ

090-6483-9220

商店街にあるオフィスの空きスペースを利用して、「こ
びとのマルシェ」で繋がった方々や地域で活動されてい
る方々と、ミニマルシェやワークショップ等を開催し、
子育て中のお母さんやお年寄り、子供達、近隣の学生等
が交流できる場を提供します。

菊池 菊池市 よっこい処 菊池市隈府２３４ 菊池市商工会 0968-25-1131
地域住民の寄合所、軽トラ朝市（毎月第4日曜日）、市友
好都市等特産品販売、菊高ショップとして物産販売など
を行っています。
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菊池 菊池市 Noah～ノア～ 菊池市泗水町吉富210-60

株式会社
ヒューマンシ
ステム住宅型
有料老人ホー
ム　ノアズ
アーク

0968-38-0055
ホースセラピー（乗馬療法）を中心にポニーなどの馬と
の触れ合いやオープンカフェ、ドッグランなどを通じて
地域の方々の憩いの場を目指しています。

菊池 合志市
冒険遊び場黒石区
プレイパーク

合志市須屋2541
社会福祉法人
合志市社会福
祉協議会

096-242-7000

黒石地域一帯を遊び場として設定し、自然を活かした子
どもと大人の遊び場をつくり、多世代間でふれあい交流
しながら、知恵や伝統の伝承や子育て支援、地域支え合
いの関係づくりなどの拠点として地域の縁がわづくりに
取り組んでいます。（竹林のプレイパーク設置）

菊池 合志市 ぽっぽの部屋
合志市福原2922 合志市総合
センター「ヴィーブル」福祉会
館内

NPO法人 ぽっ
ぽの部屋

096-247-3668

子育ての負担を緩和し、子育てを楽しめるよう乳幼児親
子を中心に高齢者とも交流しながらつどいの広場を運営
しています。近くのグループホームの入居者と公園に遊
びに行ったり、中学生も参加する行事のほか、地域住民
ボランティアも協力し、健康セミナーや絵本の読み聞か
せなど、地域で子育て、ふれあい交流活動に取り組んで
います。

菊池 合志市
つどいの広場「わ
かば」

合志市須屋81-5
社会福祉法人
合志市社会福
祉協議会

096-242-7000

旧認可外保育所の建物を活用し、子ども・お母さん・お
父さん・おじいちゃん・おばあちゃんが気軽に来られる
よう開放しています。地域の高齢者サロンの方と運動会
や0歳児の親子の集いで交流をしながら、つどいの場所に
なっています。

菊池 合志市
すずかけ台住民交
流サロン

合志市豊岡2000-698
すずかけ台自
治会

096-284-7039

常設型住民交流サロンを開設。地域住民のお茶のみ、お
しゃべりの場として、また介護子育て相談窓口の開設や
ギャラリー（作品展示、発表の場）、読書コーナーな
ど、思い思いに活用されています。

菊池 合志市
西須屋団地つどい
の縁がわ

合志市須屋3113西須屋集会所
西須屋団地区
自治会

096-242-7000

（合志市社会
福祉協議会）

現在、253世帯の当自治会は、団地集会所を拠点に、自
治会活動・高齢者サロン等に取り組んでいます。集会所
にテラスとぬれ縁を付設し、いつでも住民が集い、交流
できる地域の縁がわづくりに取り組んでいます。

菊池 合志市
南ヶ丘福祉セン
ター輝き館　ひか
り

合志市幾久富1909-827
社会福祉法人
合志市社会福
祉協議会

096-288-2240

（ひかり）
096-242-7000

（社協代表）

光の森（菊陽町）近くの合志市幾久富、南ケ丘小学校前
に学童保育、病児病後児保育、高齢者の通所介護事業所
を開設。高齢者や障がい者、学童の制度外での預かり等
の日中支援や夜間のお泊り対応に取組み、また地域の高
齢者や親子が集うサロン活動も実施しています。合志市
社協が運営する保健センターふれあい館のサテライト拠
点として、地域住民の支えあい活動も推進しています。

菊池 合志市 南須屋自治会 南須屋公民館 南須屋自治会 096-345-8609
高齢者、子育てサロンを行う他、公民館を拠点にカラオ
ケ・手芸・ひょっとこ踊りなどの教室を行っています。

菊池 合志市 水曜会 灰塚構造改善センター 水曜会 096-242-0753
毎週水曜日に公民館を開放し、集りの場を提供していま
す。手芸をしたり、お茶を飲んだり、誰もが参加できる
空間づくりを行っています。

菊池 合志市
ふれあいサロン永
謡会

合志市幾久富1866-298
ふれあいサロ
ン永謡会

096-248-0439

永江団地で平成５年から毎週１回自宅を開放したサロン
を開催しています。現在は手狭になったため近くの個人
事務所をお借りしています。楽しいおしゃべりに笑い声
あふれるサロンです。お近くにお越しの際はぜひお立ち
寄りください。

菊池 合志市 武蔵野台サロン
合志市幾久富1909-891　武
蔵野台公民館

武蔵野台婦人
会

096-248-4366
公民館を拠点とし、高齢者サロン・子育てサロンを運営
しています。新興住宅地で、集合住宅の多い地域の中で
つながり作りに取り組んでいます。

菊池 合志市
ユトリック団地自
治会

ユトリック公民館
自治会・朋泉
会（老人会）

096-242-4365
公民館を拠点に、卓球、日舞や英会話などクラブ活動
や、サロンを開催し、誰もが参加できる活動を行ってい
ます。

菊池 合志市
かえでの森こども
園

合志市栄3796

ＮＰＯ法人
ひと・学び支
援センター熊
本

096-354-7252
菊池恵楓園の将来構想と共に、保育施設の開設で豊かな
自然環境の元で「入所者への安らぎ」を与え、さらに地
域交流を広げていきます。

菊池 合志市
はっぴいの園ふれ
あいサロン

合志市須屋297-15
子育て応援・
学びの家
はっぴいの園

096-344-5766

水曜日に開催しているふれあいサロンでは、親子・祖父
母間交流活動や地域の高齢者との交流活動を行っていま
す。また、土曜日は、地域の方々や親子を対象にわらべ
うた・ベビーマッサージや絵本の読み聞かせ、スクラッ
プブッキングやライフプラン等の教室を開催していま
す。

菊池 合志市 風見鶏の家 合志市豊岡２０００－１６５３
社会福祉法人
共生福祉会

096-248-7232

①コーヒーカフェコーナー
②織り物コーナー
③衣類リサイクルコーナー（ファイバーリサイクル
ショップ）                                                  　④卓
球コーナー
老若男女どなたでも気軽に遊びがてらに立ち寄れる交流
の場として役立ちたい。
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菊池 合志市
ふれあう広場　ひ
みつきち

合志市須屋1937-4

ＮＰＯ法人く
まもと障がい
者就労支援
ネットワーク
らぷらんどカ
フェ

070-5369-5272
障がい児を抱える家族と、地域住民と交流を行いながら
孤立しない子育てを行うためのイベントを提供します。
また、福祉農園や兄弟児のイベントを催します。

菊池 合志市
デイサービスセン
ター花水木

合志市御代志1873-33
特定非営利活
動法人花水木
福祉会

096-242-5363
高齢者や障がいを持つ人や支援するボランティアの方た
ちを受け入れての共同作業を通じて、介護や福祉に対す
る理解を深める取組みを行います。

菊池 合志市
ふれあいサロンひ
まわり

合志市御代志１３４２
社会福祉法人
ひまわり福祉
会

096-242-3312

地域住民とのふれあいの場として、当施設で製造したパ
ン、弁当、洋菓子、野菜等を、4年前から定期的（毎月）
にグループホームの憩いの場（敷地内）で実施してきま
した。今では、多くの地域の皆さんが販売会や交流を心
待ちにしておられます。

菊池 合志市
居場所づくりの家
「よんなっせ」

合志市豊岡2000番地683
ぽっかぽかす
ずかけ

096-248-8139

地域の高齢者・子ども・障がい者に対して、地域住民に
よるサポート体制を充実し、支援する事業を行い、地域
の高齢者が可能な限り、地域及び在宅で安心して健康的
な生活が送れるよう、地域福祉の向上に寄与していま
す。

菊池 合志市 みんなのわがや 合志市野々島１６０１－６ 尽天株式会社 096-245-6255

H27.11.1より月～土までデイサービス営業時間内にて
空きスペースを開放しております。
「子供達の学習支援の場」・・・宿題の見守りなど寺子
屋のような場所。
「趣味活動の場」・・・近隣の方々が気軽に集まれる公
民館のような場所。
「世代間交流の場」・・・子どもからお年寄りまで学ん
で楽しめる場所。
「電位治療による健康促進の場」・・・座っておしゃべ
りと健康力をあげる場所。
お茶飲みに、おしゃべりに、ちょっと来たよと寄れる場
所を目指しています。

菊池 合志市 ぽっかぽか杉並台 合志市幾久富１６４２－６４
ぽっかぽか杉
並台

096-248-5200

月曜日から金曜日１０時から１６時まで、障がい者や一
人暮らしや昼間一人の高齢者、認知症の方の居場所づく
り
月１回買い物支援
脳いきいき教室などの学習会
見守り活動
月・火・木希望者に配食・配膳
希望者にぽっかぽかサービスを提供（合志市社会福祉協
議会の事業）
月１回ぽっかぽか杉並台マルシェを居場所づくり「友遊
悠」で開催

菊池 大津町
すまいる・ふれあ
いの縁がわ

菊池郡大津町大林1027番地
ＮＰＯ法人 障
がい者支援の
会すまいる

096-294-1230

すまいる・ふれあいの縁がわには、遠くには俵山が見渡
せる広い癒しの園庭とウッドデッキがあります。四季の
移ろいを感じられるイベントや農産品・手作りクッキー
の販売等を通じて、誰もが楽しく集いふれあうことので
きる地域の拠点として活動しています。

菊池 大津町 あぽり美咲野広場 菊池郡大津町美咲野2-8-2
NPO法人 こそ
だてサポー
ターあぽり

096-294-7604

料理教室や食育講座、パンやお菓子教室など身近な
“食”をテーマとした仲間づくりや家庭教育の実践を行
い、子育て意識の向上や自立等、子育て・自分育てのお
手伝いをしていく拠点としての地域の縁がわづくりに取
り組んでいます。

菊池 大津町 三気の里 菊池郡大津町森54-2
社会福祉法人
三気の会

096-293-8100

知的障がい者更生施設において、地域で実施されている
リサイクル事業の地域拠点として地域の方々との交流を
図ると共に、研修会や交流会を実施し障がい者理解の推
進に取り組んでいます。

菊池 大津町
地域ふれあいホー
ム「野の花」

菊池郡大津町灰塚123-1
有限会社 肥後
いこいの家

096-283-0288

（野の花）
096-293-3779

（肥後いこい
の家）

大津町灰塚地区において、認知症高齢者共同生活介護事
業所を運営しながら、子どもからお年寄りまで地域住民
がいつでも集い、いつでもふれあうことができる拠点を
つくり、年をとっても、障がいがあっても住み慣れた地
域で安心して暮らしていける地域をめざし、日中一時預
かりや夜間お泊まりの支援に取り組んでいます。

菊池 大津町
地域活動支援セン
ター　アンパ

菊池郡大津町大津1044-2
社会福祉法人
三気の会

096-293-8100

（事務）
096-294-8288

（店舗）

地域で暮らす障がい者の方に働く場（パンの製造・販
売）を提供し、地域とのコミュニケーションを円滑にす
すめる支援を行います。地域の皆様が、ここに足を運ん
でいただくことで、発達障がいなど様々な障がいへの理
解を深めていただけることが目的です。
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菊池 大津町
おうち託児所「ぴ
ちゅ」～小さな森
のようちえん～

菊池郡大津町平川1257-13
heart full
touch

090-9598-5611

自宅を開放して、０歳～３歳未満児の託児所を設置。赤
ちゃんからお年寄りまで一緒に遊んだり、くつろいだり
できる地域密着型の子育て支援を行っています。子育て
の交流会やワークショップを実施し、親子や地域のコ
ミュニケーションの場として「縁がわ」に取り組んでい
ます。

菊池 大津町 しゃべりば
菊池郡大津町大字岩坂435住
宅型有料老人ホームハッピービ
レッジ内

有限会社ひだ
まり

096-294-2035

平成26年6月から、「しゃばりば」として、第２土曜日
（14:00～16:00）の定期開催を中心に適時開催中で
す。介護予防体操、脳トレ、手芸等を実施しています。
ケアマネージャー、地域のボランティアに支えていただ
いています。

菊池 菊陽町
ほっとステーショ
ン武蔵ヶ丘

菊陽町武蔵ヶ丘3丁目26-35
県営武蔵ヶ丘団地26棟1階

社会福祉法人
菊陽町社会福
祉協議会

096-232-3593

県営武蔵ヶ丘団地、「武蔵ヶ丘ショッピングセンター」
内に「相談」「交流」「食」をテーマとした交流拠点施
設を設け、地域の方が交流を増やす機会をつくり、ボラ
ンティアグループが総菜販売等を行っています。

菊池 菊陽町

地域の
縁側コミュニ
ティー
キッズサークル
あゆむ保育園

菊陽町津久礼2386-1
キッズサーク
ルあゆむ保育
園

096-233-0785

園の建物の一部に地域交流スペースを設け、食育講座や
菜園づくり、伝承遊びなどの行事も展開しながら、地域
のお年寄りも子育て（家庭保育）中の若いお母さんも気
軽に立ち寄り、地域の誰もがふれあう縁がわづくりに取
り組んでいます。

菊池 菊陽町
小規模多目的ホー
ム「わがまま」

菊陽町久保田1705
NPO法人 わが
まま

096-340-2681

菊陽町久保田集落において、高齢者の小規模通所介護事
業所を運営しながら、障がいが重く、学童保育では対応
できない児童も預かる日中一時支援事業を実施していま
す。地域住民も気軽に立ち寄りおしゃべりしたり、家事
などの作業を手伝ったり、また事業所を利用するお年寄
りと子どもたちは家族のように互いに役割を持ち、支え
合いながら、楽しく過ごすホームづくりに取り組んでい
ます。

菊池 菊陽町
きくよう地域生活
支援センター
「憩」

菊陽町原水5587
医療法人 芳和
会

096-232-8518

きくよう地域生活支援センター「憩」は、地域で生活す
る障がい者の方々の地域生活支援や相談対応を行ってい
ます。障がい者の方々が就労前訓練として行っている喫
茶活動、コーラスの活動をとおして、地域交流や啓発活
動を行っています。

菊池 菊陽町 ぎゃらりー憩い 菊陽町杉並台１丁目12-1 杉本　益人
096-232-4913

（菊陽町役場
福祉課）

家屋を改修し、近隣の方が集い、ふれあいを楽しんでい
ます。お茶会、学習会等を開催し、交流活動を実施して
います。

菊池 菊陽町 みちくさカフェ 菊池郡菊陽町津久礼2334-3
みちくさカ
フェ

096-285-7821

毎週金曜日に、認知症の人、家族、地域の人、そして専
門職の人が一緒に語らい、くつろぐことのできる時間を
提供している。月に一度のペースでコンサートなどのイ
ベントを開催。認知症に関する相談も個別に対応してい
る。

菊池 菊陽町 ゆずの木 菊池郡菊陽町光の森
介護コミュニ
ティ　そよご

096-233-0031

毎週水曜日に、公民館と常設型住民交流サロン「そよご
の部屋」を開放し、主に高齢者と地域住民の交流を目的
におりがみ教室、オカリナ・歌教室、お茶会、ランチ会
を開催しています。

菊池 菊陽町 木香　～mocca～ 菊池郡菊陽町津久礼2374-2
木香　～
mocca～

096-232-3995

幅広い年代層の方々の交流の場として週に1回カフェを開
放し、子育て世代の応援また食育に関心を持っていただ
くための活動をしています。また、月に1回は季節にちな
んだ行事を実施し、さまざまな世代や立場の方々の活動
の場、また、レスパイトの時間を提供できるよう計画し
ていきます。

菊池 菊陽町
クロストーク 5の
日のティータイム
＆あさひタイム

菊池郡菊陽町津久礼160-7
ギャラリー
「クロストー
ク　Ｌ＆Ｅ」

096-232-6705

「5の日のティータイム」は、毎月5日、15日、25日に
ギャラリーを開放し、お茶をしながらの談話を楽しんで
います。ボランティアによるコンサート、講演、体験活
動等の時間もあります。また、「あさひタイム」は、毎
月1日にギャラリーを開放し、地元の元看護士さんの協力
を得て、血圧測定や健康相談を行っています。


