地域の縁がわづくり取り組み団体一覧

地域

区・市町村

縁がわ名

平成29年9月12日現在

所在地

ほっと・わいわい
天草市中央新町14-11
サロン

団体名

連絡先電話番号

取り組み内容

商店街の空き店舗を利用し、放課後や長期休暇中の障がい児
者の日中支援の拠点として活動しています。就労場所として
パン屋「みゃおみゃおベーカリー」、地元農家と協働し八百
屋「八百すて」も運営し、日常的に地域との交流を行ってい
ます。

NPO法人 ス
テップバイス
テップ

0969-22-6507

平成20年、天草宝島国際交流会館内に喫茶店をオープン
し、交流会館利用者に軽食やコーヒー等を提供していま
0969-22-6507
す。地元の皆さんや障がい者との日常的な交流の場と
なっています。

天草

天草市

天草

天草宝島国際交流
天草市 センターポルト内 天草市中央新町15-7
喫茶店

NPO法人 ス
テップバイス
テップ

天草

天草市 やじろべえ

障害者自立支援法に基づく就労継続支援事業所として活
NPO法人 やじ
0969-53-0393 動しています。農作物や天然塩の生産、藍染め物の製作
ろべえ
などを地域の皆さんと一緒に行っています。

天草

在宅介護支援サテ
天草市
天草市魚貫町5536-1
ライト施設おにき

社会福祉法人
天草市社会福
祉協議会

幼稚園の空き園舎を利用してスタートし、ふれあいいき
いきサロン、子育てサロン、身体障がい者サロンや、陶
0969-72-8766
芸教室、書道教室、料理教室等を地域のボランティアの
協力を得て開催しています。

天草

在宅介護支援サテ
天草市 ライト施設ふたう 天草市二浦町亀浦1035-45
ら

社会福祉法人
天草市社会福
祉協議会

地域の住民が健康でいきいきと暮らせるよう、ふれあい
0969-72-9877 いきいきサロン、知的障がい者サロン、料理教室等を地
域のボランティアの協力を得て開催しています。

天草市 笑栄会

社会福祉法人
天草市社会福
祉協議会

商店街の空き店舗を利用したサロンです。ふれあいいき
0969-72-2904 いきサロン、商店街への七夕かざり、高齢者と子供の交
流活動などを行っています。
廃校となった中学校を活用し、1階は介護保険法に基づ
く認知症高齢者の通所施設となっています。縁がわス
0969-72-5330 ペースの２階では、子どもと高齢者の交流の場として民
話の語り部講座や、長期休暇中の学習支援等を行ってい
ます。
旧医院の跡地を、地域住民の交流の場としています。週
0969-72-6292 3回のサロンを開催するほか、子ども会との交流や茶話
会などふれあいのひと時をすごしています。

天草

天草市有明町赤崎2012-2

天草市牛深町2425

天草

天草市

多機能型複合施設
天草市牛深町3275-11
「南風ん風」

NPO法人 ひ
と・学び支援
センター熊本

天草

天草市

船津サロン「憩
い」

船津サロンの
会

天草市牛深町船津2655-1

天草

天草市 青空カンカン広場 天草市牛深町129-3

障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターとして
NPO法人 ワー
活動しています。ご近所の皆さんが立ち寄り持ち込まれ
クショップひ 0969-73-0155
る空き缶を潰して業者へ納品し、利用者の工賃の糧にし
なたぼっこ
ています。その他、縫製作業等も行っています。

天草

御領ふれあいホー
天草市
天草市五和町御領6447
ム

社会福祉法人
光総会

平成22年4月、地元商店街の一角に地域ふれあいホーム
がスタートし、老人会の打ち上げ、地域住民の勉強会、
0969-32-1055
地域おこしイベントや夏祭りの会場、尺八リサイタル、
家族介護教室などいろいろな形で利用されています。

街かどサロン
かねこ

１人暮らしのお年寄りの引きこもり解消に貢献するため
に、このサロンを運営しています。地元農産物を使った
地産地消の料理を目当てに、地域の人だけでなく天草管
0969-32-0322
内から広くおいでいただいています。月替わりで絵画を
展示しているギャラリーは、１年先まで予約が入ってい
るほど盛況です。（定休日：日曜）

ＮＰＯ法人
健寿会

旧保育園の園舎を改修し、地域住民の交流拠点として生
まれ変わりました。お宮の先にあることから、昔から呼
ばれていたその地区の呼び名「みやんはな」を縁がわに
つけました。地域の集いの場として毎日開放し、喫茶店
0969-72-8711
も週３日、月に１回はフラダンスや演劇等の催しも開催
しています。子どもたちの遊びや学びの場、世代を超え
た住民交流の場として充実させていきたいと考えていま
す。

天草

天草

天草

天草市

街かどサロンかね
天草市五和町御領6469-2
こ

天草市 みやんはなクラブ 天草市二浦町亀浦1084番地

天草市

大浦生き生きクラ
天草市御所浦町御所浦無番地
ブ

大浦生き生き
クラブ

天草

天草市 椛ノ木公民館

天草市御所浦町牧島無番地

さくらサロン

天草

天草市 元浦公民館

天草市御所浦町御所浦無番地

元浦ひまわり
サロン

090-88351864

ふれあいいきいきサロンを、毎週３回程度開催。会員の
健康維持のための健康体操を中心に開催し、地域の活動
など積極的に参加している。また、会員相互の見守りや
サロンに参加していない又はできない家庭の声掛けによ
る見守りを行っている。

ふれあいいきいきサロンを、毎週金曜日に開催。会員の
趣味に応じた活動をしています。地域の行事も中心的に
0969-67-3598 行い、また、会員相互の見守りやサロンに参加していな
い又はできない家庭の声掛けによる見守りを行っていま
す。
ふれあいいきいきサロンを、毎週１回開催。会員の健康
維持のため健康体操を中心に茶話会、地域の清掃活動な
0969-67-2278 ど行っています。また、会員相互の見守りやサロンに参
加していない又はできない家庭の声掛けによる見守りを
行っています。
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地域

天草

天草

天草

天草

天草

天草

天草

天草

天草

天草

天草

天草

区・市町村

縁がわ名

天草市 脇福寿会

天草市

御所浦公民館越地 天草市御所浦町御所浦1956
分館
－2

天草市

福

つばめサロン

取り組み内容

毎日型サロンとして登録し、会員の趣味に応じた活動を
中心に、出前講座や運動会、会員親睦旅行なども行って
0969-67-2235 います。また、会員相互の見守りやサロンに参加してい
ない又はできない家庭の声掛けによる見守りも実施して
います。
ふれあいいきいきサロンを、毎週２回開催。会員の趣味
に応じた活動や地域の行事に参加しています。また、会
0969-67-3306
員相互の見守りやサロンに参加していない又はできない
家庭の声掛けによる見守りを行っています。

障害者自立支援法上の地域活動支援センターとして、セ
ンター周辺のトイレやダストボックスなどの清掃活動や
NPO法人河浦
0969-76-0211 地元農家から畑を借りて、数種類の作物の栽培による農
きぼうの家
作業訓練で生活リズム作りを行いながら、地域との交流
拠点として充実を図っています。

ＮＰＯ法人五
和ささえ愛カ
ンナの会

障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ型事業所で、
手作りパンの店「ベーカリーぴゅあ」を運営し、パンの
製造・販売及び喫茶店の経営を行っています。フリース
0969-66-9565
ペースでは、各種サークル活動や会合、イベント等を開
催し、障がい者だけでなく地域住民に利用されていま
す。

ぱーぷ 天草市栖本町馬場白洲3742- 食菜工房
2
ぱーぷる栖本

毎週月～金に地域の高齢者等を対象とした配食サービス
のほか、惣菜の製造・販売を行っています。スタッフ自
身の生きがい作りや地元住民とのサービスを通じ、高齢
0969-66-3888
者との日常的な交流を図っています、また、「児童クラ
ブ光輪」の運営により、地元の子どもたちの学童保育を
通じた母親世代の交流を図っています。

ＮＰＯ法人ひ
だまりの家

090-19798640

地域活動支援センターとして毎週月～金に障がい者を対
象として、かご作りや絵書き、地域住民から農地を借り
たり、支援したりしてもらいながら、農作業等の交流を
行い、収益は工賃としています。また、料理教室（火曜
日）、ハンドベル教室（金曜日）を開催し、自立に向け
た取り組みを行っている。また、クリスマス会や絵馬づ
くり等を通じて、地域の子どもたちと定期的に交流を
行っているほか、近隣の障がい関係施設とグランドゴル
フなどを通じて定期的な交流活動を行っています。

天草町健康機
器利用者の会

旧高浜公民館を利用し、地域住民を対象に、運動機器や
用具を使用して介護予防と健康増進のために、週６回の
0969-42-0014 トレーニングを通して、地域住民同士が交流し、お互い
切磋琢磨しながら、地域の世代間交流の場となっていま
す。

御所浦老人憩いの 天草市御所浦町御所浦4310山水会サロン
家
4

ふれあいいきいきサロンを、週3回程度会員の健康維持
のための健康体操や趣味に合わせた活動を実施していま
0969-67-3111 す。また、会員相互の見守りやサロンに参加していない
又はできない家庭の声掛けによる見守りを行っていま
す。

社会福祉法人
あまくさ福祉
会

障がい者の方の憩いの場、日中活動の場として気軽に足
を運んでいただき、料理教室やパソコン教室など様々な
活動を行っています。また、センターでのイベントや清
0969-22-1770
掃活動を通じて地域住民との交流を図り、また、いつで
も相談できる場所とすることで、障がい者の方が地域で
安心して生活できるよう取り組んでいます。

天草市浄南町5-49

障がい者支援セン
天草市今釜新町3539番地
ター ぴゅあ

食菜工房
る栖本

天草市天草町大江504-24

健康機器利用者の 天草市天草町高浜南５０１番
会
地１

地域生活支援セン
天草市
天草市佐伊津町401-5
ター グリーン

天草市

御所浦町
寿会

連絡先電話番号

ＮＰＯ法人天
草きぼうの家

天草市 ひだまりの家

天草市

天草市河浦町河浦2407-1

団体名

障がい者が軽作業しながら自立や社会参加を目指す通所
施設で、旧本渡中学校近くで就労継続支援Ｂ型事業所を
行っています。野菜類の苗植えや草取り作業、収穫後の
0969-24-3235 袋詰め作業など地域の農家の手伝いを行ったり「さをり
織り」という手織りも行っている。また、地域の各種イ
ベントでトライアスロン大会のボランティア活動などの
地域活動で交流を図っています。

天草市 天草きぼうの家

天草市

所在地

天草市御所浦町御所浦2554

天草市 河浦きぼうの家

天草市

平成29年9月12日現在

天草あゆみ保育園
天草市本渡町広瀬457番地3
「ごいっしょ」

日常的に子ども達、地域住民、子育て中の人たちとの交
流の場となっています。子ども達と地域の方とが一緒に
NPO法人天草
散歩したり、園行事を楽しんだりしながら、交流を深め
0969-22-3138
あゆみ保育園
ています。また、子育て相談や子育て講座の開催などの
取り組みを通して、地域に開かれた子育て拠点として活
動しています。

天草市五和町城河原２－１３
８３

旧保育所を活用して、地域住民が参加する絵画教室や音
楽教室を週１回程度ずつ開催し、住民の交流の場として
集い、しゃべり場として生きがい活動に利用されていま
0969-34-0011
す。また、保育園の園児の発表会の場としても活用し、
保護者や祖父母が参加した世代間の交流も行っていま
す。

天草市 城河原研修館

社会福祉法人
観音福祉会
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地域

天草

天草

天草

天草

天草

天草

天草

縁がわ名

区・市町村

天草市

寿楽苑

やきもの駅
ざん

天草市 わわわのおうち

天草市

連絡先電話番号

取り組み内容

社会福祉法人
幸愛会

中岳

寿楽苑

平成２３年から、地域の拠り所として、空き家を利用し
た、いきいきサロン活動を行っています。毎回、１０人
0969-28-0114 ～１５人の参加があり、血圧測定・体操、レクレーショ
ン・ゲーム、茶話会のほか、花見や忘年会等も行うな
ど、地域支え合いの拠点となっています。

特定非営利活
動法人つわの
花

日中活動として、育児サークルや学童保育、絵手紙教室
や高齢者いきいきサロンなど地域の子どもから高齢者ま
での交流活動の場として活用されています。
0969-52-0561
さらに、夜間や休日等における預かりや宿泊対応可能な
居室を追加整備し、地域ふれあいホームとして活動して
います。

天草市本町下河内６８０

社会福祉法人
啓明会

施設内の障害者が作業する窯元を活用し、地域で陶芸に
興味のある地域住民に対して、月数回陶芸教室を開催し
ています。平日には施設の作業者と住民が一緒に陶芸作
0969-22-5339
業を一緒に行うなど交流し、障害者への理解を深めてい
ます。また希望者と窯元めぐりや作陶展への出展など地
域との交流を行っています。

天草市本渡町広瀬145-5

NPO法人子育
てネットワー 090-5473クわ・わ・わ
5412
（話・和・
輪）

天草市有明町大島子1973-1

れい

団体名

ふれんど館では、地域住民の方々との餅つきや菜園作業
等の行事に際し、世話になった方との茶会に利用した
り、子育て中の母親たちの週１～２回の集まりの場とし
0969-72-2804
て利用されています。今後は、地元で開催される各種行
事や地域住民の要望に併せて、宿舎として提供していき
たいと考えています。

天草市宮地岳町中岳

天草市 つわの花

天草市

所在地

幸愛保育園ふれん
天草市牛深町１０４７－１３
ど館

天草市 中岳

天草市

平成29年9月12日現在

毎週月・金、わわわひろばを開設し、子育て中の方が気
軽に集う場としています。地域の方との交流や、サーク
ル活動応援事業など、市民の交流の場・活動の場として
利用できます。また、子育て応援の託児事業も実施。さ
まざまな子育て相談にも対応、情報提供などを行ってい
ます。

地域ふれあいホー
天草市倉岳町宮田1176
ム リンク

グラウンドゴルフ、キッズサッカー時の休憩や喫茶ス
ペース付きの憩いの場、地域交流行事の場所として常時
NPO法人地域
開放し、週数回は利用されています。また、地域住民と
ふれあいホー 0969-52-5877
の隣接の障がい者施設利用者と地域住民の農作業や行事
ムリンク
等での交流の場として活用してます。また、緊急時の夜
間預かりの支援も行っています。

地域ふれあいホー 天草市新和町中田字赤石
ムはなのさと
2260-1

日中誰でも立ち寄れる地域の居場所を作り、お茶のみ、
おしゃべりの場となり、桜を観る会、雛祭り会、調理教
室、お楽しみカフェ、健康教室等々、子ども、障がい
NPO法人歩実
者、高齢者誰もが楽しく参加できる場所になっていま
0969-46-2350
の会
す。又、地区振興会や子ども会、家族会の会議の場とし
てスペースを開放しています。また、一人暮らしの安
心、安全の確保や介護負担の軽減の為の夜間の泊まりも
行っています。

天草

天草市

障がい者支援セン
天草市栄町23-9
ターのぞみ

社会福祉法人
のぞみ作業所

現地で作業所として15年ほど活動し、近隣の地域住民の
皆様やのぞみ作業所の活動を理解、支援していただいて
いる方々から空き缶（アルミ缶）を持参頂き、その際、
0969-22-7485 作業所の利用者との交流を図っている。
その他、大矢野～牛深までコースを決めて、野菜等の訪
問販売を行っており、買い物代行をしながら地元の方々
との交流を行っている。

天草

地域の縁がわ め
天草市 いどサロンたなそ 天草市倉岳町棚底１８７４
こ吉野屋

めいどサロン
たなそこ吉野
屋

090-43584309

毎週月曜日（9時～12時）、古民家を活用して、地域の
高齢者や子どもたちが集い、楽しいおしゃべり、ぞうり
や絵手紙などの手作業や地域の伝統を継承する講習会を
行ったり、サロンを観光で訪れる方々との交流などを
行っています。

エンジョイも
りえだ

町内外の人達が気軽に集える場所として、民宿の一階を
御所浦町の”しまカフェ”にしています。お茶してくい
ただくのはもちろん、郷土料理体験、釣り体験も可能で
0969-67-2245
す。また、弁当作りや手芸品づくりに取り組み、島の主
婦層のものづくりの場として、商品開発に、交流の場を
提供しています。

社会福祉法人
天草市社会福
祉協議会

廃校の一部を改修し、地域住民のお茶のみ、おしゃべり
の場として、ふれあいいきいきサロンの実施（週1
回）、地域住民の介護に関する相談窓口の設置や介護予
防事業（週1回）・生きがいデイサービス事業（週1回）
0969-24-0100 を行うなど介護予防活動の拠点として活用しています。
また、幅広い活用に繫げていくために地域住民を中心と
した運営推進委員会を設置し、話し合いを通じて高齢者
の健康づくり、地域住民の交流の場として活用していま
す。

天草

天草

天草市 御所浦しまカフェ

天草市

天草市御所浦町御所浦４３３
９

ふれ愛ホーム 宮
天草市宮地岳町5516
地岳かかしの里

地域の縁がわづくり取り組み団体一覧

地域

天草

天草

区・市町村

天草市

天草市

縁がわ名

平成29年9月12日現在

所在地

河浦ふれあいホー 天草市河浦町河浦９６３番地
ム陽だまり
１

ふれあいサロン・
天草市亀場町亀川２６３－２
中島さんち

団体名

合同会社デイ
サービスセン
ター陽だまり

有限会社 ふ
れあいサロ
ン・はまなす

連絡先電話番号

取り組み内容

日常的に誰もが気軽に立ち寄れる場、お茶を飲みながら
くつろげる場として週３回程度サロンとして開放するほ
か、月１～２回程度、介護予防のための運動教室（体
操・ストレッチ）やイベント（舞踊・演奏会・文化作品
0969-76-0300 展示等）など地域住民や隣接デイサービスセンターの利
用者と一緒に実施します。
また、地域の希望に応じ夜間の宿泊サービスも対応しま
す。
地域住民の皆さんの憩いの場、のんびりゆっくりしても
らうカフェ、町の保健室としての相談・情報発信の場と
して、月曜から土曜日（10時から16時まで）利用して
いただきます。その他定期的に、子どもやお父さんおじ
0969-27-0203 いさんのための料理教室やお茶会の開催、ボランティア
の育成と活用の場所として活用します。
また、地域の方向けに制度外のお泊りサービスも行って
います。
あっぷあっぷさろん（高齢者支援事業）や絵手紙教室、

天草

上天草市

つどい処 いどばた 上天草市大矢野町維和1304
や
番地

社会福祉法人
上天草市社会
福祉協議会

0964-56-3470
各季節ごとの行事（七夕まつり、月見のつどい、いどば
（上天草市社会
たや市、ひなまつり等）や地域の諸会議、仏事等などに
福祉協議会・大
利用されています。平成21年度から、市の委託を受けて
矢野町支所）

地域の高齢者への配食サービスを実施しています。

天草

天草

天草

天草

天草

天草

上天草市

つどい処 よんなっ
上天草市大矢野町湯島485
せ

上天草市 どんぐり村

上天草市

上天草市大矢野町登立8577
－1

唐綱代地区「住民
上天草市龍ケ岳町大道2385
交流憩いの家」

上天草市 あしなかの宿

上天草市 成合津公民館

上天草市龍ヶ岳町樋島59-1

上天草市大矢野町登立6916
番地１

えんがわ「惣平石 上天草市大矢野町上3148—
上天草市
（そべいし）」
163

もやいクラブ「海
苓北町都呂々20
辺のよりみち」

天草

苓北町

天草

地域の方々との交
苓北町
苓北町坂瀬川950
流広場

天草

苓北町

よらんかなマルキ
苓北町坂瀬川2651-1
ン

社会福祉法人
上天草市社会
福祉協議会

0964-56-3470
（上天草市社
会福祉協議
会・大矢野町
支所）

住民参加型福祉サービス（ふれあいサポ～ト事業）の定
例会や小地域ネットワーク事業の情報交換会（月1
回）、地域の会合や趣味のサークル（帽子作りなど）、
学校帰りのこどもたちの遊び場などに利用されていま
す。配食サービスも、市の委託を受けて実施していま
す。

障害者自立支援法上の地域活動支援センターとして活動
し、平成21年に保育園の空き園舎に引っ越しました。以
NPO法人 どん
前から行っていた空き缶回収に加え、牛乳配達やお弁当
0964-56-3201
ぐり村
も始めました。しばらくお休みしていた喫茶も再開しま
す。広くなったスペースを利用して、地域交流の拠点と
して充実させていく予定です。
平成22年1月 龍ヶ岳町大道唐網代（かろじろ）地区に
ある集会所を増築改修し、つどい処として整備しまし
た。あっぷあっぷさろん（高齢者支援事業）や地区の行
事などの他、子どもからお年寄りまで誰もが気軽に集え
る場所として利用されています。

社会福祉法人
上天草市社会
福祉協議会

0969-63-0909
（上天草市社
会福祉協議
会・龍ヶ岳支
所）

開田船津区

地区内の空き家を活用して、近所の地域住民が和気あい
あいと話しながら「あしなか」（昔はわらを使っていた
が、現在はシャツ等の端切れを使って編んだわらじ）や
0969-62-0596 ゴキブリ退治のホウ酸団子の作成などで交流を図り、
作ったものを地区で配ったり、敬老会や盆踊り等の各種
準備で宿を利用して、地域住民の憩いの場としても活用
しています。
各種行事や清掃活動、EM菌作りなどの全地域住民の交
流活動や健康増進の流れに沿い、老若男女のウォーキン
グ、リハビリなど縁がわを休憩場所、日向ぼっこがてら
思い思いに集まり情報交換する憩いの場として毎日利用
されています。

成合津区

090-25054484

社会福祉法人
松濤園みつる
福祉会

伝統行事を中心とした地域おこしの拠点やグランドゴル
フやなど気の合った人同士の集まりの場、学童の保護
者・園児の保護者・つどいの広場として、月曜から土曜
0964-56-2406
まで開放し自由に利用してもらうほか、地域住民同士の
交流促進の為に地域の人の得意な事の小規模フリーマー
ケットを月１回程度開催（年２回は大規模に）します。

もやいクラブ

農協の経営合理化に伴い、支所の販売店舗を廃止された
のを契機に、もやいクラブを立ち上げ、農産物等の直売
0969-36-0420 所を行っています。日曜日から金曜日までの週6回の農
産物販売を通した交流で、世間話に花が咲き、地域の交
流の場となっています。

苓北町坂瀬川
公民館

月に数回、１回2時間から２時間半程度、地域住民の
方々が自由に参加して、短時間の講座や歌、体操、ゲー
0969-37-0231
ムなどの活動を行い、「交流広場」として活動していま
す。

マルキン

坂瀬川小・中学校前に昔ながらの小売店内で、高齢者や
一人暮らしの人などが立ち寄り、椅子を並べて話をする
0969-37-0206 のを楽しみにされています。特に、一人暮らしの人に
とっては、人と接する場、情報を得る場となっており、
地域の拠り所となっています。

地域の縁がわづくり取り組み団体一覧

地域

天草

区・市町村

縁がわ名

苓北町 新ふれあい館

よもやま茶ろん
なごみ

平成29年9月12日現在

所在地

苓北町志岐３２番地３

連絡先電話番号

取り組み内容

苓北町

子育て支援センターとして就学前の子どもや保護者が集
い、絵本の読み聞かせや料理教室などを通じた交流を
図ったり、障がい者の地域生活支援のため、缶収集など
0969-35-1111
の社会活動や掃除などの日常生活習慣など自立に向けた
支援活動を中心に、障がい者本人や保護者、支援者との
交流を行っています。

よもやま茶ろ
んなごみ

地域住民の方々におしゃべりの場や手芸・小物などの趣
味の作業場として週３回程度利用されています。
0969-35-1242 今後は、交流拠点としての活用のほか、毎日開放しなが
ら、地域の見守り機能も果たし、高齢者から子どもまで
笑顔あふれる場としての利用を進めていきます。

天草

苓北町

天草

よってらっしゃい
苓北町 坂瀬川くつろぎの 天草郡苓北町坂瀬川３７８０
家

岡野商店

以前商売をしていた自宅の一部にテーブルと椅子、火鉢
などを並べ、地域の方々とのおしゃべり広場となってい
0969-37-0220
ます。坂瀬川地区の中心に位置し、役場出張所の前に
あって、地元住民の情報交換の場になっています。

苓北町 ふれあいの森

有限会社
トータル
ファッション
もり

店舗の空きスペースを地域の子供・高齢者の方が気軽に
立ち寄れる居場所として毎日解放し、立ち寄られた方が
楽しく過ごせるイベントや手芸教室などを実施していま
0969-35-0101
す。
また、第１・第３日曜日の月２回、苓北町と一緒に認知
症カフェを開き、啓発活動等行っています。

天草

天草郡苓北町冨岡3497

団体名

天草郡苓北町富岡3707-1

