地域の縁がわづくり取組団体一覧

縁
が
わ
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地域

区・市町村

縁がわ名

令和３年５月３１日現在

所在地

田代西部福祉セン
上益城郡御船町大字田代
392 上益城 御船町 ター（第二明星学
1842-4
園）

地域福祉サポート
上益城郡御船町大字小坂
393 上益城 御船町 センター「みんな
2140番地1
ん家」

394 上益城 御船町 万ヶ瀬若返ろう会

395 上益城 御船町

上益城郡御船町豊秋 万ヶ瀬
区薬師堂内 万ヶ瀬公民館

地域ふれあいホー
上益城郡御船町滝川1427-4
ム福老

茶飲みともだち
“どぎゃんね”

上益城郡嘉島町上六嘉2268

397 上益城 嘉島町 嘉島町だんだん

上益城郡嘉島町上島1947-2
だん内

396 上益城 嘉島町

398 上益城 益城町

そよかぜ福祉作業
上益城郡益城町福富772
所

399 上益城 益城町

コミュニティカ
フェ かなで

上益城郡益城町木山326-5

地域の縁がわ「き
400 上益城 益城町
上益城郡益城町木山265-2
やま」

401 上益城 益城町 ココカラカフェ

上益城郡益城町安永1080

みんなでつながる
402 上益城 益城町 おしゃべりカフェ 上益城郡益城町寺迫1326-3
きままに

403 上益城 甲佐町

小規模多機能ホー 上益城郡甲佐町大字岩下194
ム 桜の丘 綾の家 番地1

404 上益城 甲佐町 おしゃべり広場

405 上益城 甲佐町 支え合いの公民館

上益城郡甲佐町大字田口215
番地

上益城郡甲佐町大字田口
1170番地

団体名

連絡先電話番号

取り組み内容

社会福祉法人
御陽会

旧田代西部小学校の廃校舎をケアホーム、障がい者就労
096-281-9111 支援施設として改修し整備しています。パン工房もあ
り、地域住民との交流活動に取り組んでいます。

社会福祉法人
御陽会

「みんなん家」では、知的な障がいを持たれている方々
を理解していただくことを目的として、地域の方々に施
096-282-3195 設を開放し、エアロビクス等の教室、又、カラオケ、会
議、パソコン教室等でも利用して頂いています。更に、
映画鑑賞会等も開催しています。

万ヶ瀬若返ろ
う会

毎週月曜日の午後からサロンを行っています。気兼ねな
く地区の人々に参加してほしいです。レクレーションで
は、小物づくりや楽しめる行事や歯科衛生士など役場や
096-282-6258
社協から来てもらい、知識も深めています。区の行事に
も（どんどや、七夕）積極的に参加し、区長さんたちも
協力されています。

有限会社せせ
らぎ

毎日、地域住民との交流の場として解放しています。ま
た、主に地域の独居老人への見守り活動を行い、安否確
096-234-5511 認や介護等の相談窓口の役割を果たしています。その
他、福老会や地域の炊き出し活動等の行事にも参加して
います。

布ぞうり、梅干し、干し柿作りなどや、簡単料理教室、
クラフトかご教室、地元の講師による編み物教室など、
社会福祉法人
096-234-8885 小さなお子様がいらっしゃる子育てママさんやお年寄り
嘉悠会
まで年齢を問わず、気軽に参加できる活動や環境づくり
を行っています。
地域の子ども、高齢者、保護者等を主な対象として、無
料又は定額のふれあい食事会（子ども・地域食堂）を実
ハンズハンズ 080-1718-0168 施し、食事を通して地域住民の交流を深める取組みをし
ています。
高齢者から子どもへ文化的な継承のため、こんにゃく、
障がい者小規模作業所交流サロンとして高齢者から郷土
NPO法人 ボラ
料理を教わり、調理による交流を図り、地域の縁がわづ
ンティア仲間
096-287-8223 くりに取り組んでいます。（取組内容）手話ダンス講
九州ラーメン
習、音楽発表会、趣味の手芸品、絵画、書等の持ち寄り
党
展示など。
さをり織り体験や手芸などを通しながら、集いの場の提
NPO法人 奏気
096-202-2547 供及び「100円喫茶」として気軽に利用していただける
流
スペースです。
特定非営利活
動法人ボラン
ティア仲間九
州ラーメン党

地域の子ども、高齢者、障がい者の方々を含め、地域の
096-287-8223 住民の方々と共に誕生会、コンサート等を行っていく予
定です。

社会福祉法人
慈光会

法人内で行う施設型活動（おやつ作り教室、セミナー、
子供教室（予定）など）、地域へ出向いて行う訪問型活
動を展開しています。どなたでも自由に参加できること
096-286-4192
から新たなコミュニティ形成と、高齢者への役割活動を
目的にし、“住み慣れた地域で人生をまっとうできる宣
言”を掲げて実施しています。

NPO益城だい
すきプロジェ 090-3072クト・きまま 7324
に

気楽に集いたい時に集える場所として提供します。其々
のグループの会合にも使用できます。
・きままに食堂・ぜんざい会・誕生会・季節の行事(花
見、お月見等)、咲き織カフェ

社会福祉法人
綾友会

小規模多機能ホームのテラスや庭の東屋を開放して近所
の人たちが立ち寄れるようにしています。近くの保育所
096-234-0029 との交流にも取組み、地域交流ホールを地域の会議、研
修や町文化協会の陶芸品展示会の会場として提供してい
ます。

甲佐町あゆっ
子クラブ

集落（105戸）のほぼ中央部にある築50年の民家を活
用し、障がい児の放課後等の預かりや地域の高齢者のお
しゃべりの場所づくり、また子育て中の親子が利用でき
096-234-0626
る漫画図書館の運営など地域住民の交流の場（拠点）づ
くりに取組んでいます。併せて、グループホーム入居者
との交流にも取り組みたいと考えています。

甲佐町下田口
区

地区公民館を活用して、高齢者から子どもまで、各種行
事を展開しながら、いつでも気軽に交流することによ
096-234-1314 り、連携と融和の意識を醸成し、支え合いの公民館とし
て、福祉のまちづくりの推進につなげる活動に取り組ん
でいます。

ほたる（小規模多
高齢者の小規模多機能型居宅介護事業所に、地域住民交
上益城郡甲佐町大字上早川22 有限会社 せせ
096-234-5511 流スペースを設け、地域の誰もが集える拠点作りに取り
406 上益城 甲佐町 機能型居宅介護施
番地1
らぎ
設）
組んでいます。
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地域
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407 上益城 甲佐町

408 上益城 甲佐町
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所在地

body+ cafe トキ
上益城郡甲佐町下横田９２５
ノネ

NPO法人 子 080-3951そだて談話室 0758

取り組み内容

◎月曜から金曜まで週5日、10:00～15:00は、親子の
広場＋異世代交流カフェ
◎月曜から金曜まで週5日、13:30～18:00は、放課後
児童一時保育預かり＋遊び・生活の知恵伝承スペース
◎土日祝（不定期）、誰もが参加できる様々なイベント
スペース

甲佐町麻生原
区

NPO法人 ミ
テ・ミライ

山間部に位置する人口537名の宮内地区において、定期
的なグラウンド・ゴルフや生活相談の実施、また、講演
096-234-2380
会の開催などによって、高齢者をはじめとする地域住民
の交流の場づくりを行っています。

有限会社せせ
らぎ

地域で認知症の人を支えたり、家族に介護の仕方を伝え
たりするばかりではなく、地域福祉や防災の拠点として
096-234-5511 も活躍できるように、地域に出向き出張講座をしたり家
族の想いを聞きながらふれあいを大切にしています。ま
た、地域ふれあいホームとしての活動も行っています。

上益城郡甲佐町大字岩下１５
７

一般社団法人
パレット

090-86607609

週に一度(水曜日)の対面学習に加え、家庭学習サポート
の強化の為、タブレットを利用した
リモート学習をしています。コロナ禍で子ども達へ勉強
の仕方、将来の夢へのガイドを町内の小学校の元校長先
生と保護者の方と協力してサポートしております。定期
的に漢字検定や算数検定も塾内でご案内、指導を行って
おります。

小規模多機能居宅 上益城郡山都町野尻1026番
介護 さくら荘
地1

上益城農業協
同組合

元JAの建物を改修し小規模多機能型居宅介護事業所を開
0967-72-0146 設。介護施設の利用者と地域住民による日常生活や様々
な社会参加活動を通じ交流を図っています。

ふれあい・支え合 上益城郡甲佐町麻生原679番
いの麻生原公民館 地

上益城郡甲佐町大字横田104
番地

認知症生活支援セ
上益城郡甲佐町白旗986-1
ンターせせらぎ

411 上益城 甲佐町 子ども塾

412 上益城 山都町

連絡先電話番号

区の活動計画に沿って、環境美化活動やふれあい交流会
（区民175名）を実施するとともに、どんどや・モグラ
打ちなどの伝承文化の継承、国指定天然記念物（キンモ
クセイ）を介した観光客と地域住民とのふれあい、町保
096-234-2052
健師による健康指導や福祉相談に取り組んでいます。ま
た、濡れ縁を活用して、地域の子どもたちが安心安全に
生活できるような見守り支援の再生に取り組んでいま
す。

409 上益城 甲佐町 ミテ・ミライ

410 上益城 甲佐町

団体名

夢の扉

地域密着介護「こ
413 上益城 山都町
山都町北中島1717番地
ころ」

廃校となった旧中島西部小学校をNPO法人が町から借り
NPO法人 ボラ
受け、介護事業のほか地域の誰もが集う交流拠点に整備
ンティアネッ 0967-73-3337
しています。地域住民ボランティアも一緒になって野菜
ト 夢工房
作りや農産加工品作りにも取り組んでいます。

414 上益城 山都町 さんぷうか

旧下名連石小学校跡地に障がい者の生活訓練事業所を開
NPO法人 山風
設。障がい者に限らず、子どもからお年寄りまでいつで
0967-74-6011
華
も交流できる地域の拠点として運営し、ボランティア活
動も推進していくことにしています。

山都町下名連石582番地

施設内の未使用となっている部屋（調理実習室）を改修
し、障がいのある方々、地域の方々が気軽に利用するサ
そよ風の縁がわ ゆ
NPO法人 エッ
415 上益城 山都町
0967-85-0087 ロンとして、地域のお年寄りや、子ども達と定期交流
上益城郡山都町二瀬本60番地
た～っと
グス
会・茶話会等を開催するなど、地域活性化の拠点とし
て、地域の縁がわづくりに取り組んでいます。
築150年以上の大きな古民家を移築し、自然豊かな環境
の中で、障がい者の就労体験、自立支援の場としなが
丸山ハイランドふ 上益城郡山都町下名連石新4番 NPO法人 丸山
416 上益城 山都町
0967-76-0436 ら、ふれあい農業体験やコンサートなどを開催し、また
れあい館
地1
ハイランド
地元女性部による地元の食材を使った食事ができる交流
の場として地域の縁がわづくりに取り組んでいます。

418 上益城 山都町

在宅介護施設
高原

御所僻地保育所を拠点として子ども達と地域住民が世代
を超えて交流し、地域活性化と子育て交流活動に取り組
んでいます。

上益城郡山都町御所3821番
地1

御所自治振興
区

-

花 上益城郡山都町鶴ケ田3478
番地1

社会福祉法人
山都町社会福
祉協議会

年をとっても住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよ
う、元朝日西部小学校校舎を改修し、「在宅介護支援施
0967-82-3345 設 花高原」を整備しています。介護予防や生活支援の
他、一定期間居住もでき、子どもや障がい者等地域住民
交流の拠点づくりに取り組んでいます。

社会福祉法人
山都町社会福
祉協議会

浜町商店街の空き店舗を改修し、小規模多機能ホームを
開設。認知症の方や障がい者のミニディサービス、日
曜・祝日等の子どもの預かりを実施しています。一人暮
0967-82-3345
らし高齢者が体調不良時に泊まったり、災害時の避難所
にもなっています。バス待ちの方や学校帰りの小学生も
立ち寄る交流拠点となっています。

417 上益城 山都町 御所自治振興区

小規模多機能ホー
419 上益城 山都町 ム「よろずやさ
上益城郡山都町浜町213番地
ん」
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団体名

連絡先電話番号

取り組み内容

当該校区の地域住民が主体となって、廃校となった旧小
学校の校舎を改修し、高齢者、障がい者、子育て中の方
や子どもも、地域の誰もが気軽に集い、子育て支援やボ
ランティアによる高齢者筋力トレーニング等の介護予防
教室など、地域支え合いの拠点として、地域の縁がわづ
くりに取り組んでいます。

420 上益城 山都町

小規模多機能ホー 上益城郡山都町猿渡1850番
ム「絆」
地

下矢部西部地
区社会福祉協
議会

-

421 上益城 山都町

下矢部保育園デイ 上益城郡山都町猿渡4648番
サービス
地1

社会福祉法人
下矢部保育園

下矢部保育園の空いた教室を利用し、介護保険の対象と
0967-74-0018 ならない高齢者を支援するデイサービスを行い、園児と
お年寄りとの交流活動に取り組んでいます。

新町しゃべりっち
上益城郡山都町浜町78番地
茶ロン

商店街の空き店舗を利用し、スタッフとご近所の奥様ボ
ランティアでサポートする障がいをお持ちの方を中心
NPO法人 上益
に、子どもから高齢者まで皆が楽しく過ごすおしゃべり
0967-72-3440
城きぼうの家
広場です。お茶等は自由に飲んで頂けます。食事は持ち
込みOKです。土・日・祝日も開いています。皆で支えあ
いのできるサロンを目指しています。

422 上益城 山都町

木原谷サロン

月～金曜日まで公民館が開放され、縫物・編み物・工作
など、お互いが習ったり教えたりしながら、和やかな雰
0967-82-2548 囲気でのサロンが実施されています。「ここに来ると誰
かがいるから」と安心して集える憩いの場となっていま
す。

株式会社 共
上益城郡山都町馬見原794-8
生

低圧室けあふるという健康施設があり、地域の人とふれ
あう事で利用者の皆様も大変喜んでもらっています。月
0967-83-0825
に一度高齢者向け健康体操を行っており地域の方も一緒
に行っています。

上益城農業協
同組合

高齢者から子供たち、男女を問わず、人と人との「つな
がり」が感じられる、くらしの応援活動の場として取り
0967-73-1253 組みます。気軽に立ち寄る場所としての提供から、特に
ＪＡの特色を活かした食育、地産地消、高齢者向けのい
きいき活動等の行事を定期的に行います。

上益城郡山都町木原谷（木原
谷公民館）

423 上益城 山都町 木原谷サロン

デイサービス
424 上益城 山都町
あふる

425 上益城 山都町 つながりホーム

け

上益城郡山都町浜町184

