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280 鹿本 山鹿市
デイサロン よへほ
会

山鹿市山鹿561-3
NPO法人 よへ
ほ会

0968-44-0368

山鹿市健康福祉センターや山鹿市老人福祉センターを活
用し、一人暮らしや高齢世帯の方々に出会いやふれあい
の場を提供し、喜びやいきがいを実感してもらうよう、
歌や踊り、器楽演奏などの趣味活動や、気功、温泉入
浴、健康づくり給食の提供や保育園児との交流などを
行っています。高齢者、障がい者の方々に、草取り、家
事援助、薬取りなどのホームヘルプサービスも実施し、
介護予防のための体操や生活機能評価も行っています。

281 鹿本 山鹿市 いつでんどこでん 山鹿市古閑1312-3
特定非営利活
動法人 よん
なっせ山鹿

0968-44-8305

地域の皆さんの集いの場、子育てサロン及び子どもの放
課後や休みの時の保育の場として活用しています。しょ
うがい者やレスパイトの泊まり（共生型）や、子どもの
泊まりにも利用できます。

282 鹿本 山鹿市
おはなしの森　ブ
レスcafé

山鹿市菊鹿町池永104-1
NPO法人 ブレ
ス

0968-48-2434

地域の誰もが集えるスペースと喫茶・売店コーナーを設
置し、障がい者と地域住民との交流を図っています。ま
た、育児中の母親に閉じこもりがちな高齢者等が昔の遊
びや自身の得意なこと等を教えてもらうなど世代間交流
もできる地域の縁がわづくりに取り組んでいます。

283 鹿本 山鹿市 ふぃーるど 山鹿市鹿央町千田909-1
社会福祉法人
はなぶさ会

0968-32-7550
障がいを持った方々との授産活動、地域のお年寄りとの
交流、地域の農業の手伝い、障がい児の預かり保育等を
行っています。

284 鹿本 山鹿市 くらつかひろば 山鹿市熊入町300
八幡校区女性
の会

0968-44-4511

世帯間交流（子ども達と高齢者・いきいきサロンの交
流・伝承遊び・ゲーム遊び・お手玉）、野外活動（栗拾
い・ウォーキング）、お餅つき、どんどや、ぜんざい
会、脳イキイキ教室などを行っています。

285 鹿本 山鹿市
地域活動支援セン
ター　「ぴあぴ
あ」

山鹿市山鹿1番地温泉プラザ山
鹿3階

社会福祉法人
愛隣園
障害者支援施
設　愛隣館

0968-43-2771
創作活動・生産活動、レクリエーション・パソコン、社
会生活力プログラム、相談支援及び山鹿圏域の福祉関係
事業所の作品展示、販売を行っています。

286 鹿本 山鹿市
平小城ふれあい広
場

山鹿市平山5346-1
平小城活性化
協議会

0968-44-0522

廃止されたJA支所を利用し、建物内の床のフラット化や
テーブルを設置しました。観光案内所と農産物直売所
「湯の里市」に隣接しており、平日日中は、広場に誰で
も集えるようになっています。

287 鹿本 山鹿市 くたみの実家 山鹿市鹿本町来民584番地4
特定非営利活
動法人 くたみ
渋うちわ会

0968-46-2469

 地域の縁がわ「おむすび会」、子育てサロン「たけん
こ」、まちづくり肥後にわか「せからしか劇団」の3つ
の活動をとおして安心して暮らせる町づくりの取り組み
を行っています。

288 鹿本 山鹿市 しいの木の里 山鹿市鹿本町来民1135-1
医療法人 悠紀
会

0968-34-0102

地域の人々が気軽に参加し、楽しい時間を過ごしてもら
うため、定期的に音楽療法やフラワーアレンジメントな
どを開催している。また、日頃ちょっと立ち寄り、お茶
を飲んで過ごせる居場所作りも行っています。

289 鹿本 山鹿市
介護予防拠点セン
ター「しいやま」

山鹿市鹿本町来民1134-1
株式会社 しい
やま

0968-46-2665

地域の高齢者から子どもたちまでが、気軽に訪れ、のび
のびできる場、お互いの交流ができる場等、親しめる居
場所づくりを目指しています。伝承遊び、ネイチャー
ゲームをしたり、または、何することもなくゆっくりと
時間を過ごせたりと、地域の交流や情報伝達などができ
る場所です。

290 鹿本 山鹿市
小規模多機能ホー
ムかほく

山鹿市鹿北町四丁1568
ＮＰＯ法人
ビハーラ鹿北

0968-34-8288
地域の方達を中心に、誰でも参加できるパン教室、介護
予防教室、サロン、お菓子作り、徘徊模擬訓練など様々
な活動を行っています。

291 鹿本 山鹿市
子育て広場にこに
こクラブ

山鹿市久原2960（三玉保育
園内）

社会福祉法人
三玉福祉会

0968-43-6330

週に一回多目的保育室を開放し、地域の高齢者と園児と
が交流を交えながら楽しいひと時を過ごしています。ミ
ニ保育園や独自の運動会などがあり、笑顔がいっぱいで
す。

292 鹿本 山鹿市
ふれあいいきいき
サロン五郎丸みな
こい会

山鹿市久原2960
（三玉保育園内）

みなこい会ボ
ランティア

0968-43-6330
月に一回園庭や多目的保育室を開放し、地域の高齢者と
園児との交流を交えながら楽しいひと時を過ごしていま
す。ボランティアとのお茶会も開催しています。

293 鹿本 山鹿市
特別養護老人ホー
ム　一本松荘

山鹿市鹿本町津袋450
社会福祉法人
不動会一本松
荘

0968-46-2534

一般の方も気軽に参加できる夏祭りや春と秋のバラ祭り
等の行事、施設の一部を利用した誰もが気軽に立ち寄れ
るカフェ、古い農機具等を使用した集会施設である地域
交流伝承館において、「男の料理教室」等の介護予防事
業や大豆栽培等の「伝承館事業」を行っています。

294 鹿本 山鹿市
地域交流館　とも
いき

山鹿市方保田3636-2
社会福祉法人
はるかぜ会

0968-36-9592

地域住民同士の世代間交流の場・子どもから高齢者まで
が気軽に利用できる社会参加の場として、「交流スペー
ス」や「ともいき食堂」を地域に開放しています。ま
た、社会参加の場、交流の場として、脳の健康教室、ヨ
ガ教室、親子教室などの各種教室、高齢者等がいつでも
利用できる宿泊サービス等（地域ふれあいホーム）も
行っています。
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295 鹿本 山鹿市
ふれあい、四季の
郷

山鹿市熊入町234-2
NPO法人四季
の郷

0968-44-1070
地域住民の方々や世代間交流を含め、お茶会、おしゃべ
りの場として、囲碁、将棋、カラオケなど、又誰でも自
由に立ち寄り交流ができる場所づくりとしています。

296 鹿本 山鹿市
おむれふれあいサ
ロン

山鹿市小群４８４（小群区公
民館）

小群区自治会 0968-44-3070
・地区内の清掃や花壇づくり、景観作物栽培
・地区内に自噴している井川さんの水を利用したコン
ニャク教室やパン教室

297 鹿本 山鹿市 なかまち交流室 山鹿市山鹿１６３１－１
小規模多機能
ホーム　湯乃
端

0968-43-2110
陶芸教室（第4金曜日）、ヨガ教室（第4木曜日）、カラ
オケ倶楽部（毎週火曜日）など、地域の方々に気軽に参
加いただけるように取り組んでいます。

298 鹿本 山鹿市 いつでんくるばい 山鹿市熊入町１０９３
特定非営利活
動法人　コレ
クティブ

0968-41-5080
太極拳、お菓子作り教室、介護予防教室、認知症サポー
ト養成講座などを行っています。また、緊急時のお泊り
（台風等の避難）にも対応します。

299 鹿本 山鹿市
やはた　HOT・
ほっとクラブ

山鹿市熊入町１１７（やはた
保育園内）

社会福祉法人
平成会

0968-43-1157

地域の方々と、自然な交流が出来る事を願って、菜園活
動や夏まつり、収穫した野菜で焼いもやみそ作りを行い
ます。
また、いつでも子ども達と交流が出来る場所です。

300 鹿本 山鹿市 やまが元気俱楽部 山鹿市山鹿１
特定非営利活
動法人やまが
元気倶楽部

0968-36-9238

毎週曜日ごとに実施している「介護予防拠点事業」と並
行して、一般の方にもご参加いただけるように運営して
います。
介護予防を目的とした運動を中心に実施し、ショッピン
グビル「温泉プラザ山鹿」の中で活動している特色を活
かして、ご希望される方はビル内で買い物を行うことが
できます。
また、運動やリハビリの専門家による相談も必要に応じ
て実施しています。


