
地域の縁がわづくり取組団体一覧 令和３年６月１５日現在
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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

1 熊本市 中央区
みんなのサロン
「わっしょい」

熊本市中央区新町3丁目6-
30-401

特定非営利活
動法人 一新ま
ちづくりの会

096-354-6339

総合福祉村構想をもち、お年寄りから子どもまで世代を
超えて活発に交流し、活動する拠点を開設。商店街と連
携した地域通貨や地域住民ボランティアが講師を務める
味噌造りや辛子レンコンづくりの講座を開催するなど、
まちづくりに取り組んでいます。

2 熊本市 中央区
子育て相談ルーム
BeHappy

熊本市中央区帯山7丁目9-
130

子育て相談
ルーム
BeHappy

096-383-7312

毎日子育てや家事に追われているお母さん（家族）に、
ホッと一息つける場所を提供（子育てカフェ）したり、
栄養教室や離乳食教室を開催し、食の楽しさを伝えてい
ます。深刻な悩みを抱えた方には、ゆっくり話ができる
時間を提供しています。

3 熊本市 中央区 コムーネ黒髪
熊本市中央区黒髪5丁目14-
20

社会福祉法人
リデルライト
ホーム

096-343-9999

事業所が住宅地にあることの立地性を最大限に活かし、
「ごみステーション」やコミュニティボードの設置等住
民にとっても利便性の高い工夫をし、喜ばれています。
平成20年度から、中学校の空き庭園や教室等を活用し
ながら“認知症を理解する”事業を住民と一体になって
意識の啓発拠点になるよう目指しています。

4 熊本市 中央区
交流の広場・帯山
の道しるべ

熊本市中央区帯山4丁目23-
45

社会福祉法人
やまびこ福祉
会

090-8763-

8096

（上野）

帯山の道しるべは、地域の方に広く開放しています。セ
ルフ式の喫茶店と、12畳の広い談話室もあります。新
しい方との交流会や誕生会、お食事会、町内の子ども会
や婦人会、会議などの集会場として利用できます。カラ
オケや映画（DVD)も利用できます。

5 熊本市 中央区 水前寺「水庵」 熊本市中央区水前寺5-17-14
NPO法人 Ｈ
and to Land

096-387-6671
地域の人々の寄り合い所として、カルチャー教室や茶話
会、子供会の打合せなどに利用されています。地産地消
のお食事も提供しています。

6 熊本市 中央区 よつばんち 熊本市中央区河原町2
NPO法人 ク
ローバーアー
ト

096-354-1007

障がい者が創作する作品（絵画等）を常設展示し、作品
販売や作品を活用したグッズ開発及び販売等を行い、障
がい者の自立支援の一助とするとともに、アートに触れ
ながら、だれもが気軽に交流することができる地域交流
拠点とします。

7 熊本市 中央区 ふれあいサロン
熊本市中央区帯山２丁目１－7
（帯山西地域コミュニティセ
ンター）

帯山西校区社
会福祉協議会

096-381-3682

「心と体のイキイキ教室」として、毎月１回健康づくり
教室やレクレーションなどを行っており。各種事業者の
協力により年間行事も実施しています。また、子育て教
室を毎週木曜日に実施しています。

8 熊本市 中央区 ふれあいサロン
熊本市中央区水前寺４丁目
26-29（東水前寺公民館）

帯山西校区社
会福祉協議会

096-381-3682
「心と体のイキイキ教室」として、毎月１回健康づくり
教室やレクレーションなどを行っており。各種事業者の
協力により年間行事も実施しています。

10 熊本市 中央区
碩台いきいきサロ
ン

熊本市中央区北千反畑町5-18
（碩台地域コミュニティセン
ター）

碩台校区社会
福祉協議会

096-322-9680

月１回第３水曜日に硯台コミュニティセンターで10時
から12時まで地域の高齢者の方とサロンを実施してい
ます。出前講座を受けたり、幼稚園児との交流をしたり
しています。

11 熊本市 中央区 おてもやん 熊本市中央区本山１丁目6-17

社会福祉法人
三顧会（地域
密着型特別養
護老人ホーム
向山つくし
庵）

096-356-2941

校区の幼稚園児や小さなお子さんを持つお母さんたちの
集まりの会と交流会を行っています。また、当庵内のス
ペースを開放し、舞踊の練習やその他集まりなどへ活用
して頂くなど地域住民との交流を図っています。喫茶
コーナーもあり、気軽にお茶を飲んでいただけるように
しています。

12 熊本市 中央区
NPO絆 レイン
ボー広場

熊本市中央区黒髪1-12-7　2
Ｆ

特定非営利活
動法人絆

080-4155-

4509

毎週土曜日、日曜日を開放し、地域の方の話し合い・会
議などに利用していただいています。その他、月に１回
程度地域の清掃活動を行うための拠点やハンドマッサー
ジ、アロママッサージなどの体験講習会、地域共生を
テーマにした専門家の講演会の開催を行っています。

13 熊本市 中央区
デイサービスぽぽ
ろ

熊本市中央区新大江１－９－
２７

株式会社　せ
ら

096-371-3646

年に2～3回、大江自治会主催のバザー（ぽぽろ市）を
開催。地域ボランティアの方の受け入れ。年１～2回ミ
ニコンサート開催。デイサービスの開所時間にあわせて
地域の方々に交流の場として開放しています。

14 熊本市 中央区
地域コミュニティ
カフェふとりねこ

熊本市中央区西子飼町１－１
０

NPO法人UD
くまもと

096-344-5539

子飼商店街において、商店街の食材を利用したカフェ
で、高齢者、学生、子育て中の母親、留学生等、多様な
地域住民に対して交流の場を提供しています。取組みの
中には、写真のワークショップや、熊大生と連携した
「子飼スケールに基づくサイン看板の設置及び調査」等
も行っています。

15 熊本市 中央区
「塩」が「縁」を
呼ぶ出会の店

熊本市中央区中唐人町２９
有限会社　ソ
ルト・ファー
ム

096-355-4140
「塩（エン）」は「縁」を呼ぶと言われています。ご縁
が合った方々との語らい、まち案内をしています。
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16 熊本市 中央区
NPO法人自立の
店ひまわり創作開
発

熊本市中央区新町１丁目３番
１号

NPO法人自立
の店ひまわり
創作開発

096-245-3036

知的障がい者の施設で作られたさをり布やい草等を原料
にして、プロのデザイナーにデザインしてもらって、プ
ロに製品に仕上げてもらって、質の高い商品作りを目指
しています。

17 熊本市 中央区
ふれあう広場タッ
チ

熊本市中央区坪井1丁目８－１
１

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

障がい者による親子向け、子ども向けのイベントを開催
します。障がいを抱える親子育児サークルとの交流や橋
渡し的活動も行います。また、今後は独居の高齢者への
弁当宅配なども行いたいと思います。

18 熊本市 中央区
ひとり暮らしのお
しゃべり会

熊本市中央区大江5-1-1　あ
いぽーと

ＮＰＯ法人で
んでん虫の会

096-297-8116

年齢、男女を問わず、一人暮らしの方々の孤立感を防ぐ
ために、毎週水曜日の午後１時半～５時までおしゃべり
会を開き、生活上のお困り事の相談に応じながらアパー
ト入居や入院時の身元引受などを支え合っている。

19 熊本市 中央区 五福本舗
熊本市中央区呉服町1丁目２６
－１F

ごふく薬局 096-322-8844

地域の方や通りすがりの方、旅行者、電車・バスを待っ
ている方など、子どもからお年寄りまで、すべての方を
対象に交流の場所を提供しています。特に夕方は「駄菓
子やさん」を開き、子どもたちの遊び場になっていま
す。

20 熊本市 中央区 ふらわーたいむ
熊本市中央区九品寺5丁目１１
－１－２０１

NPO法人　華
（フラワー）

096-372-3373

ハンドトリートメントや語らいの場を通して、子どもか
らお年寄りまで、広い世代で交流を交わし（深めて）、
人とのつながりを大切にし、楽しく過ごしてもらう場所
にしたいと考えています。

21 熊本市 中央区
持続可能な地域づ
くり「環境ネット
ワークくまもと」

熊本市中央区大江本町６－２
４

NPO法人　環
境ネットワー
クくまもと

096-362-3776

「持続可能な農的暮らしと健康な地域社会」を実現する
ため、広く一般市民に対して、環境情報の提供や情報交
換を行っています。
また、講演会や学習会等の啓発活動も多数企画、実施
し、NGO関係や行政、企業とのパートナーシップを深め
るための活動も行っています。

22 熊本市 中央区
カフェレストラン
みなみのかぜ

熊本市中央区出水１－７－６
９

NPO法人　イ
ルカの会

096-366-4266

NPO法人イルカの会は、就労支援事業、就労継続支援A
型事業で、カフェレストランと餃子製造を行っていま
す。カフェレストランでは、定期的にコンサートや作品
展示を行い、誰もが気軽に立ち寄れる場所となってい
る。また会議室や勉強会、様々な発表会の場として、地
域の方々に御利用いただいています。

23 熊本市 中央区
キャンドルハウス
源

熊本市中央区魚屋町３－１３ 上村元三商店 096-352-5187

キャンドルハウス源では、夜は居酒屋ですが、昼間は
キャンドル教室や会議、地元ライブなど多目的に誰もが
使用できる場所です（要予約）。また、観光客をはじ
め、誰もがトイレを使用できる利便性もあります。気軽
に休憩できるよう、外に縁台も設置し、老若男女の憩い
の場となっています。

24 熊本市 中央区 リデルホーム黒髪
熊本市中央区黒髪5丁目２３－
１

社会福祉法人
リデルライト
ホーム

096-343-0489

地域の方が企画し、参加を募っている健康サロン活動
や、子育て中の親子が参加できるサロン活動など、子ど
もから大人まで幅広く集える場所を提供しています。
また、自主防災クラブと連携し、介護のテクニックを利
用した救助活動や体操教室等への講師派遣活動、グラン
ドゴルフ大会の企画・実施も行っています。

25 熊本市 中央区 ライトホーム
熊本市中央区黒髪5丁目２３－
１

社会福祉法人
リデルライト
ホーム

096-343-0489

障がい児等、支援が必要な児童に対する「ぷれジョブ」
活動の受け入れ、地域にお住いの方々の健康を定期的に
チェックする健康サロンなどを実施しています。
また、音楽療法も定期的に行い、子どもから大人まで集
える場所を提供しています。

26 熊本市 中央区
リデル・ライト両
女史記念館

熊本市中央区黒髪5丁目２３－
１

リデルライト
両女史顕彰会

096-343-0489

年末年始、月曜日（祝日の場合は翌日）を除き、毎日
9:30～16:30まで無料で開館しています。歴史・文
化・人権学習の場を提供し、定期的に参加自由の講座も
開催しています。

27 熊本市 中央区
ナチュラル＆ハー
モニック　ピュア
リィ

熊本市中央区中唐人町１５
かねくら株式
会社

096-354-6141

自然栽培の作物・天然菌による発酵食品や有機食材、エ
コ建築、オーガニック衣類など暮らしのすべてに関わる
ものをこだわって「衣・食・住・遊・学」のすべての
シーンで自然と調和したここちよい暮らしの提案を行っ
ています。

28 熊本市 中央区
坪井「お茶の間交
流センター」

熊本市中央区坪井４－９－２
４

坪井繁栄会 096-344-4372

坪井繁栄会による、地域の歴史を生かした街づくりの拠
点です。文化交流や子育て支援の場だけではなく、生き
がいづくりや介護研修等の機会を広く地域住民に提供し
ています。様々な同好会・サークルの活動の場となって
いるだけではなく、サークル間交流や世代を超えた地域
交流の場としても活動しています。
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29 熊本市 中央区
のばら（ヒルデス
ハイム）

熊本市中央区萩原町９番５２
号
有料老人ホーム清祥庵内

医療法人　日
隈会

096-334-8333

常設型住民交流サロンを開設し、地域住民のお茶飲み、
おしゃべりの場として、また、介護の相談窓口の開設や
ギャラリー（作品展示）など、思い思いに活用できる場
を提供しています。

30 熊本市 中央区 さんぽ道
熊本市中央区出水8丁目２９－
１７

特定非営利活
動法人　江津
福祉会

096-375-3160
地域の高齢者等が気軽に立ち寄り交流できる場を提供し
ています。

31 熊本市 中央区
風流街もやい館
五福

熊本市中央区細工町４－３４
－１

医療法人社団
宮本会

096-326-0550
グループホーム、デイサービス併設の施設であり、地域
密着の特性を活かし、近隣住民の方々が自由に出入りし
て頂ける環境作りに取り組んでいます。

32 熊本市 中央区
デイサービス出水
亭

熊本市中央区出水7丁目56-
10

株式会社
マーヴェラス

096-285-5825

民家を使用したデイサービスです。民生委員さんなどを
通じ、地域の方々のボランティアの受け入れを行ってい
ます。
地域の方々へも、高齢者福祉について理解いただけるよ
う、頑張っています。

33 熊本市 中央区 ポアンカレ書店 熊本市中央区城東町５－１８
ポアンカレ書
店

090-4771-

6165
日曜、祝日営業しています。
飲み物を提供しています。

34 熊本市 中央区
ピンピンコロリン
ツウＢワンＬ

熊本市中央区新町４丁目6-10
一新校区社会
福祉協議会

096-354-6339

地域の人たち、特に高齢者が自由に集える場所がやっと
出来上がり、２８年度から活動してまいります。ささえ
りあ熊本中央と連携しながら、健康づくり相談や講座を
開設し、認知症の徘徊訓練等を取り入れながら活動して
まいります。
今後につきましては２８年度事業計画で行いますので総
会後に実施したく考えております。
計画では1.認知症徘徊訓練　2.高齢者カフェ　3.健康相
談です。

35 熊本市 中央区 田上病院　サロン
熊本市中央区南千反畑町１０
－３

医療法人社団
大玄会　田上
病院

096-354-5885

毎週火曜日14時より田上病院の1階にてDVDを観なが
ら健康体操を行っています。定期的に体力測定を行い、
お一人お一人の効果判定を行って、結果を利用者の方と
病院で共有し、個人に合ったアドバイスを行っていま
す。
また、月に1回火曜日の体操と一緒に、病院として生活
習慣病等の専門的な知識を活かした講座を行っておりま
す。

36 熊本市 中央区

社会福祉法人リデ
ルライトホーム
地域の縁がわ
よってこかい！

熊本市中央区東子飼町8-42
社会福祉法人
リデルライト
ホーム

096-243-2233

熊本市中央区にある子飼商店街に、社会福祉法人リデル
ライトホームの地域貢献事業として地域の縁がわ「よっ
てこかい！」を開設。
「住民・多職種　まちかど保健室　運営実行委員会」
（会長：石橋敏郎）により、平日の 11 時～14 時、常
設型のコミュニティカフェ「まちかどカフェ」を開催。
多世代、多文化の住民どうし、多職種も交え、お買物つ
いでにお茶を飲んで交流ができ、役立つ講話が聴けて、
気軽におしゃべりができ、お困りごとの相談を受けてい
ます。
熊本地震により「みなし仮設住宅」にお住いの皆さんに
もお声かけし、住民ボランティアや学生の皆さんの特技
を生かしながら、多職種の皆さんと一緒に運営し、日頃
から住民と多職種が協働で取り組み、みんなの居場所と
出番を地域につくっています。

37 熊本市 中央区
ヴィラ・九品寺
憩いの場「ゆるっ
と」

熊本市中央区九品寺3丁目9-5
社会福祉法人
明芳会　ヴィ
ラ・九品寺

096-375-3080

介護付有料老人ホームと小規模多機能に併設された地域
交流スペースを利用して、地域の方の見守りや交流の場
として活動します。
数に限りはありますが食事の提供も行っていきます。

38 熊本市 中央区
縁側CAFÉ
LUPINUS（ルピ
ナス）

熊本市中央区渡鹿６丁目８－
４５　ロゼハイツ

NPO法人熊本
どんぐり

080-3954-

0552

カフェを定期的に営業し、熊本県産野菜たっぷりのワン
コインランチを提供しております。地域の方々の居場所
になれるよう、バリエーション豊かなイベントを企画・
運営しております。

39 熊本市 中央区 みんなの縁側
熊本市中央区水前寺2丁目（以
下、非公開）

子育てネット
ワーク「縁側
moyai」

090-9077-

7858

　『大丈夫！かあちゃんが笑顔でいればきっと全てうま
くいく！』「みんなですれば楽しさ２倍、つらさ半減』
を合言葉に、孤立した育児の防止、ママたちの負担軽減
を目的に活動しています。
　「支え合いの場」をより意識した『お裾分けゆいまー
る』『お互い様ゆいまーる』『縁側moyai食堂「ぐる
り」』の３つのプロジェクトを中心に、セミナーやサー
クル活動、おさがり譲渡会など、週１～２回の頻度で活
動しています。
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40 熊本市 中央区
福田病院　地域文
化交流館「寿心
亭」

熊本市中央区新町2-2-6
医療法人社団
愛育会　福田
病院

096-322-2995

　当院にお越しの妊産婦様またはそのご家族様だけでは
なく、地域の皆様にご活用いただける施設として、住民
の皆様と当院スタッフが共同で取り組み、様々な文化的
交流の場となるよう活動を行っていきます。
　母親学級などの妊産婦様を対象とした学びの場をはじ
めとした患者様のご利用時間とは時間を区切り、茶道や
華道など年齢性別を問わず学べる講座を企画し取り組ん
でまいります。

41 熊本市 東区 おれんじカフェ
熊本市東区長嶺南3丁目-2-
12

社会福祉法人
くまもと障害
者労働セン
ター

096-382-0861

障がいのある人もない人もいっしょに働くカフェです。
定期的に絵手紙教室、デザートクラブ（お菓子づくり教
室）、料理教室、季節の会食会やイベントを開催してい
ます。地域のさまざまな方々が、子どものお絵かき教
室、勉強会、ギャラリー展示などに利用していただいて
います。

42 熊本市 東区
地域交流ホーム
「さくら」

熊本市東区長嶺東5丁目6-
123

社会福祉法人
長嶺会 知的障
害者更正施設
もみの木園

096-389-2523

在宅の知的障がい児・者の日中活動の場として、施設利
用者と日中活動を通して交流を深めています。また、地
域の子育て支援サークル、フラダンス教室等の各種団体
が利用されており、施設の行事に参加していただくなか
で、地域の方々と施設入所者との交流の輪が広がってい
ます。

43 熊本市 東区
健軍くらしささえ
愛工房

熊本市東区栄町2-15　県営健
軍団地1階

特定非営利活
動法人 おー
さぁ

096-214-0003

高齢者介護、障がい者地域生活支援、子育て預かり、障
がい者が働く喫茶・軽食サービスなど、多機能共生型施
設として地域の縁がわに取り組んでいます。また、月2
～3回のボランティア会議「おーさぁちょびっとの会」
が主体となり、縁がわの花植え等の環境整備や、商店街
との協働事業、地域ふれあい祭、クリスマス会等を開催
し、地域のよりどころとなっています。

44 熊本市 東区 いつでんきなっせ
熊本市東区戸島西1丁目23-
63

特定非営利活
動法人 コレク
ティブ

096-214-6600
地域の皆さんの集いの場及び子どもの放課後や休みのと
きの保育の場として活用しています。地域ふれあいホー
ムとして、泊まり（共生型）の利用もできます。

45 熊本市 東区 as a café 熊本市東区山ノ内2-1-14
特定非営利活
動法人 あやの
里

096-360-3511

周囲を緑に囲まれたあやの里は、どなたでも気軽に立ち
寄れるよう常に開放しており、中庭に咲いた四季折々の
草花が来訪者を優しく迎えます。敷地内に暮らす犬やウ
サギ、ニワトリと近所の子どもたちが戯れたり、近隣の
方がのんびりと散歩されたりしています。

46 熊本市 東区
お～さぁ　喰（くー）
ふらっとん

熊本市東区若葉1丁目14-5
特定非営利活
動法人 おーさぁ

096-214-0003

健軍商店街の空き店舗を利用して、「食」をメインとした誰もが
気軽に「ふらっと」集える交流の場です。
低価格の定食やスイーツでおもてなし。地域の交流の場とし
てはもちろんのこと、若者・未就労者の社会参加、就労体験
の場の提供、地域の高齢者・障がい者の方々の支援も実施
しています。

47 熊本市 東区
まちなか図書
「よって館ね」

熊本市東区若葉１丁目35-18
健軍商店街振
興組合

096-368-7312

血圧測定や体脂肪の測定、健康相談、介護相談等を行っ
ています。また、健康に関する書籍や、絵本の閲覧・貸
出しを行い、自己健康管理の促進を図っています。その
他、ボランティア講師による習い事教室も行っていま
す。

48 熊本市 東区
ぐんぐん市場健軍
商店街おーさぁピ
アクレスキッチン

熊本市東区若葉1丁目31-6
特定非営利活
動法人おー
さぁ

096-214-0003

健軍商店街の空き店舗を利用して、主婦や、ボランティ
ア団体が日替わりでお惣菜の店を出店。販売は、若者サ
ポートステーションの利用者や高校生、地域のボラン
ティアが当番制で受け持ち運営しています。高齢者、障
がい者等が手づくりの栄養バランスの取れた安価な食を
提供し、世代間交流の場として地域の方々の寄り処とし
て安心でき、ゆっくりすごせる場所を提供しています。

49 熊本市 東区 交流サロン
熊本市東区錦ヶ丘8-20（尾ノ
上地域コミュニティセン
ター）

尾ノ上校区社
会福祉協議会

096-381-1323
「いきいきお達者サロン」として発足し、尾ノ上地域コ
ミュニティセンター内で交流活動を行っています。

53 熊本市 東区
山ノ内ふれあいい
きいきサロン

熊本市東区小峯１丁目5-68
（小峯公民館）

山ノ内校区社
会福祉協議会

096-368-5845
健康ゲーム、出前講座、野外活動、施設ボランティア活
動を、町内ごとに、月に１回程度実施しています。

54 熊本市 東区 おのうえ公園
熊本市東区尾ノ上３丁目３番
１号

社会福祉法人
仁風会

096-213-1055

趣味で習い事等始め、人前で表現をしたい方に発表の場
を提供しています（日本舞踊、フラダンス、コーラス、
楽器演奏等）。習い事を一緒にしたい、教えたい方（俳
句、折紙、囲碁等）歓迎。また、ギター（プロ）演奏を
聴く会、俳句会等の定例会をしています。どなたも参加
自由です。

55 熊本市 東区
託麻ワークセン
ター

熊本市東区小山4丁目9-88
社会福祉法人
桜木会

096-388-2606

障がい者の活動の場としての機能を果たしながら、生産
活動の場として50種類以上のパンや焼き菓子の製造を
行っており、買い物に行くことが不自由な方には配達も
行っています。また、パン体験教室も要望に応じ、小学
生から高齢者、障がい者の方へ随時実施しています。
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56 熊本市 東区 てとてとて
熊本市東区御領２丁目12番
20号

社会福祉法人
芳野福祉会
（やまばと保
育園）

096-388-3550

毎日子育てをがんばっていらっしゃるお父さんやお母さ
ん方に親子で遊びに来ていただき、ゆったり楽しく過ご
せる交流の場を提供しています。また、敬老の日参観や
おもちつき、運動会などの行事も地域の方に参加してい
ただいています。

57 熊本市 東区
ケアハウスゆいの
家

熊本市東区尾ノ上４丁目11－
70

社会福祉法人
照敬会

096-368-7722

施設を地域に開かれたものにするため、施設のロビー及
び玄関前を使って、餅つき大会を行い、子どもから高齢
者まで参加され喜ばれています。施設の庭は、立派な日
本庭園であり、花見の時期は地域住民の方も喜ばれてい
ます。また、施設内レストランを使用し週に１回カラオ
ケ教室を開催し、茶室も貸出しています。
災害時等の緊急時に対応できるようにロビーに置き畳を
用意して、緊急時の協力も得られやすい絆づくりをして
います。

58 熊本市 東区
シルバーピアさく
ら樹

熊本市東区佐土原３丁目12-
26

社会福祉法人
百八会

096-365-5533

地域交流活動として、いきいきサロン等へスタッフを派
遣し健康維持活動やレクリエーションなどを実施してい
ます。職員が地域のイベントへ参加したり、施設のイベ
ント（納涼祭など）に地域の皆さんを招いたりして交流
しています。地域交流スペースを開放し、喫茶や展示、
各種会議、イベントに利用されています。

59 熊本市 東区
ケアハウス「わら
べ苑」

熊本市東区新南部２丁目1-35
社会福祉法人
星峰会

096-384-0008

ケアハウス「わらべ苑」では、施設食堂の空き時間を地
域住民の方へ開放し、地域の高齢者の方々が毎週水曜日
に、食堂にあるカラオケセットを活用して、楽しんで
らっしゃいます。空いている時間に申し込みがあれば、
会議室としてもご利用いただけます。

60 熊本市 東区 サロンながみね
熊本市東区長嶺東６丁目10-
43

有限会社ヘル
パーステー
ション長嶺

096-388-2458
通所介護事業と併設して地域の縁がわ事業を展開し、地
域の子ども、高齢者・障害者と通所介護利用者との交流
を実施しています。

61 熊本市 東区 あそぼうかい 熊本市東区水源２－４
泉ヶ丘校区公
民館

096-369-0823
月に３回泉ヶ丘校区公民館のサークル活動の一つです。
フラダンス、健康体操、お手玉などをしています。サロ
ン的雰囲気で楽しく活動しています。

62 熊本市 東区
鳥井原公園四ツ角
マーケット

熊本市東区錦ケ丘１７－５
四ツ角マー
ケット実行委
員会

096-365-0331

「ここちよい豊かなつながり」をコンセプトに、四ツ角
マーケットを通して、物売りが目的でなく、地域住民の
つながりを育んだり、多様な世代間のつながりが生まれ
たりと地域に豊かな暮らしを提供する役割として自治会
や地域のボランティアの協力により定期的に開催してい
ます。

63 熊本市 東区
地域の縁がわ
『はーとまっぷ桜
木』

熊本市東区桜木４丁目17-13
はーとまっぷ
桜木デイサー
ビスセンター

096-360-0550

毎日夕方5時以降、毎週水・日曜は地域交流スペースと
して開放しています。介護予防活動の拠点作りとして、
高齢者の健康づくり（健康体操等）、子ども達との交流
等できるようにしています。

64 熊本市 東区 ハイマートの郷
熊本市東区佐土原1丁目２０－
１０

有限会社　ケ
アランド熊本

096-285-1888

地域交流スペース「みんなの部屋」を10時～20時まで
無料で地域の方々に開放しています。地域の高齢者の方
が教室等の講師としてボランティアに来られたり、絵な
どの作品の展示会の場にもなっています。四季のコン
サートにも地域の方へお声かけをして、どなたでも気軽
に立ち寄れる環境にしています。

65 熊本市 東区
GOMBO
GOMBO

熊本市東区小山4丁目８－４
GOMBO
GOMBO

096-389-7020
地域の子ども達と、アクセサリー作りや海外の国の話を
通して交流しています。

66 熊本市 東区 江藤ボートハウス
熊本市東区江津1丁目３５－３
１

協業組合　江
津湖観光

096-362-5266

江津湖畔に位置する江藤ボートハウスは、ボートの貸し
出し、バーベキュー・屋形船（有料）を中心に運営する
1881年に創業した百年以上続いている老舗です。湖畔
を眺めながら、ゆっくりくつろげる場所です。江津湖の
自然を守るため、ボランティアに呼びかけ、定期的な清
掃活動や地域とのふれあい等を中心に取り組んでいま
す。

67 熊本市 東区
縁がわ「しらゆ
り」

熊本市東区錦ヶ丘３４－２３
社会福祉法人
熊本県母子寡
婦福祉連合会

096-324-2136
地域の子供や高齢者、子育て中のお母さん方が自由に利
用され、一日をゆっくり過ごしてもらう場所を提供して
います。

68 熊本市 東区
わくわく油田ス
ポット

熊本市東区小山２－２６－１
６

自然と未来株
式会社

096-285-5907

地域の皆様が、「廃油」というツールを元にして交流し
ています。地産地消エネルギーなどのセミナーを定期的
に行うなど、いつでも人が集まる場として提供していま
す。
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69 熊本市 東区 まきの里
熊本市東区小山1丁目６８６－
１

一般社団法人
五木会

096-201-3655

・歌の会、踊りの会を月1回行っています。
・地域のボランティアの会や地域包括支援センターの職
員、地域の方、利用者の方との交流を行っています。
・行事の際には、地域や家族の方に声かけしています。

70 熊本市 東区
ゆめまちネット
ワーク

熊本県熊本市中央区帯山2-
12-26

一般社団法人
キャリア・カ
レッジ

096-285-8002
「ゆめまちトークつどいの場」を設置し、子どもからお
年寄りまで、世代を越えた語らいの場所を地域に提供
し、コミュニティを深めます。

71 熊本市 東区
元気いっぱい王田
サロン

熊本市東区上南部1丁目１４－
２１
王田公民館

社会福祉法人
白川直会会
るり苑

096-388-2121

毎月第3水曜日に、近隣の王田公民館を利用して、地域
の高齢者に対して、血圧測定や健康体操をした後に、介
護予防や感染症についてなど身近な話題について、職員
や講師をお招きして講話を行っています。
講話後は、茶話会を開くなどして、地域住民の交流の場
を設けています。

72 熊本市 東区 茶Ｄｏ笑亭
熊本市東区佐土原１－８－３
３

医療法人社団
ピネル会

096-365-1133
当院は、精神科ですが、喫茶コーナーを設け、入院・外
来患者さんや、地域の方々に開放し、憩いの場を提供し
ています。（テクニカル工房が営業主体）

73 熊本市 東区
だっでんきなっせ
さくらんぼ

熊本市東区広木町２９－３５
社会福祉法人
湧水会　さく
らんぼ保育園

096-365-4150
子育てに心配や不安があったり、子育てに疲れた時は、
いつでも遊びに来て下さい。園を開放します。眺めのよ
いホールや屋上、園庭にはツリーハウスもありますよ！

74 熊本市 東区 おはなしサロン
熊本市東区小山町１７８１番
地

社会福祉法人
日生会

096-380-2321
視覚障がい者の方々に、民話や昔話などを聞いていいた
だく場所の提供、コミュニケーションの場、居場所づく
りを行っています。

75 熊本市 東区
地域の縁がわ　カ
フェ輪！おーさぁ

熊本市東区若葉１－３５－１
８　２階

特定非営利活
動法人　おー
さぁ

096-214-0003

地域の認知症の方（家族等が同伴）や介護予防で参加さ
れる方、またお買い物ついでの方に、ゆっくりした時間
を過ごしていただいています。来店者間の交流や趣味を
活かした活動、地域住民等による演芸や介護予防体操等
を開催します。また、家族や希望者に対しては、職員に
よる介護相談や講座を開催します。

76 熊本市 東区 キャンディくらぶ
熊本市東区若葉6丁目１３－５
２

社会福祉法人
すみれ福祉会

096-367-3741
園を開放し、子どもと地域の方とのふれあい交流や、園
庭にて食育体験、伝承遊び等の交流活動を行っています

77 熊本市 東区 縁がわほっこり
熊本市東区水源２－４
泉ヶ丘公民館

民謡竹峰流 096-369-1756

月に2回、泉ヶ丘公民館で三味線を通し、赤ちゃんから
高齢者まで世代を超えて交流を図っています。
また、熊本の地域文化を次世代にも伝えていくために保
育園等でも三味線活動を行っています。

78 熊本市 東区
だっでんかっでん
寄んなっせ

熊本市東区弓削町554-1 永坂　純子 096-380-2554
住民交流サロンとして自宅を開放しています。お茶の
み、おしゃべりの場として開催しています。

79 熊本市 東区 きらきら倶楽部
熊本市東区尾ノ上３丁目14-
28（市営灰塚団地集会所）

熊本市尾ノ上
校区第５町内
自治会

―

　市営灰塚団地集会所で、茶話会を通した参加者の交流
により、相互の見守り活動を行っています。茶話会では
カラオケ、手話などを行ってます。
　また、小中学校の夏休みや冬休み期間中には、元教師
の住民等が中心となって、宿題の指導等学習支援を行い
ます。

80 熊本市 東区 パティオ
熊本市東区東町３丁目６番
県営東町団地22号棟１階

社会福祉法人
百八会　シル
バーピア東町
デイサービス
センター

096-285-4800

　毎週水曜と金曜に、うどんやそばの提供(300円)を行
い、月～土の開館中はコーヒーも提供(100円)していま
す。給茶機も設置していますので、お茶や麦茶などの飲
み物は無料で提供しています。パンの移動販売も月２
回、外部から来られます。
　会議や研修会などに利用できるスペースの貸し切りも
行っています。
　今後は、地域の方の作品展示会や講座など各種イベン
トも催していく予定です。

81 熊本市 西区
わくわくサロンわ
んだふる

熊本市西区河内町河内鵜通洞
1525

NPO法人 ささ
え愛ひかりの
家

096-276-3387
介護保険の適用を受けていない方、自宅に引きこもりの
方、障がい者の方など、すべての方が自由に利用され、
一日を楽しく過ごしてもらう場所を提供しています。

82 熊本市 西区 まなびや
熊本市西区花園2丁目10番16
号

社会福祉法人
照敬会

096-322-7255

施設では、大ホールと３階の会議室を地域住民の方に開
放するほか、月１回の施設行事、夏祭り、もちつきの際
も地域住民の方に声かけをして、参加してもらっていま
す。本妙寺保育園との交流も行っており、地域サロンへ
の出前講座を実施しています。
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83 熊本市 西区 夢見館
熊本市西区河内町白浜字堀切
１４４０－２

社会福祉法人
陽光

096-278-4055

お風呂を日常的に開放し、近隣住民のご利用が毎日20
～30人あります。また、定期的に開催する陶芸教室を
住民へ開放します。災害時には福祉避難所としての役割
も果たします。

84 熊本市 西区
千金甲（せんきん
こう）いこいの広
場

熊本市西区小島9丁目19番10
号

特定非営利活
動法人　夢と
希望の架け橋

096-288-5350

月、木曜日、午後1時から小島千金甲校区にお住まいの
方々と、おしゃべり、カラオケなど楽しいひと時を過ご
していただきます。
また、高齢者、障がい者、子ども達との交流にも取り組
みます。

85 熊本市 西区
ふれあいホーム親
和荘

熊本市西区池田3丁目45-23
特定非営利活
動法人自立応
援団

096-288-1752

月に１～２回程度、茶話会や年３～４回季節に合わせて
イベント等を実施予定です。また、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
あいホームとしても活動しています。

86 熊本市 西区
島崎地域の縁が
わ・ハピネス

熊本市西区島崎2-15-5

特定非営利活
動法人いきい
き生活ネット
ワーク・ハピ
ネス

096-340-8400

歌の広場、囲碁、将棋、健康体操、芸術作品の展示な
ど、地域の方が楽しめる交流事業を行っています。今後
は、高齢者の見守りや困りごとへの支援などに地域のボ
ランティアと協力して取り組んでいきます。

87 熊本市 西区
地域の縁がわ　ア
グリワークス

熊本市西区上高橋2丁目7-1
特定非営利活
動法人アグリ
ワークス

096-202-1818

　障がいのある人もない人も、ともに熊本の豊かな畑を
借りて、農業体験をしながら就労を目指すための支援を
している。
事業所は野菜の販売をしているほか地域の方に気軽に立
ち寄ってもらえるよう常に開かれており、地域の方同士
の交流や事業利用者と地域との交流の場づくりを行い、
農業の発展や、障がいの有無に関係のない地域づくり活
動を行っている。また、近隣の神社や寺院との連携によ
る地域おこし活動も積極的に行っており、地域イベント
や清掃等の地域活動にも積極的に参加している。

88 熊本市 西区 TOY's みるく 熊本市西区野中2-12-26
NPO法人チャ
イルドケアサ
ポートみるく

096-351-8825

　親子が安心して遊べるおもちゃや絵本等に触れられる
よう、おもちゃ図書館「TOY’sみるく」をオープンし
ました。
　おもちゃ遊びを通して、親子の遊びを手助けするた
め、玩具等の貸出を行います。
　また、病児保育事業を実施してきた法人の経験から、
親子の触れ合い方や病気の際の家庭看護の方法などを助
言します。子育てに関する悩みをお気軽にご相談くださ
い。

89 熊本市 南区
ふれあいイキイキ
サロン　かわしり
倶楽部

熊本市南区川尻1丁目3-3

社会福祉法人
寿量会 特別養
護老人ホーム
天寿園

096-358-1110

毎週火曜日に、川尻校区にお住まいの主に高齢者の方々
が寄り合い、クリニックや、社会福祉協議会、地域包括
支援センターと連携しての健康維持活動、手作業、地域
のお祭りへの参加等を行っています。また、毎週木曜日
に囲碁教室、土曜日に川尻の子どもたちにスペースを開
放し、オセロや将棋など、昔ながらの遊びができるよう
にしています。

90 熊本市 南区
手づくり工房 カ
サ・チコ

熊本市南区御幸西2丁目659-
3

特定非営利活
動法人 カサ・
チコ

096-223-8710

3障がいを持つ仲間たちの社会復帰や社会参加を作業訓
練、生活訓練を通して支援を行うとともに、事業所と障
がい者を理解してもらうために、人づくり・まちづくり
事業や、地域住民を対象とした普及啓発を行っていま
す。木工教室も開催中です。

91 熊本市 南区 なずな工房 熊本市南区富合町清藤88-2
特定非営利活
動法人 なずな
工房

096-358-0023
新商品開発等の要望や試作を一緒に作るなど、地域住民
とパン作りを通しての交流を行っています。

92 熊本市 南区
あきた地域交流サ
ロン「おかって」

熊本市南区会富町1120
医療法人 むす
びの森

096-227-1611

「おかって」では、誰もが自由に好きな時間に立ち寄
り、交流できる場を設け、定期的に伝統行事、伝統料理
などを行うほか、ガヤガヤ、イキイキをコンセプトとし
て事業を行っています。また、サロンは、接待の場では
なく、手作り昼食、コーヒータイム等自主的に活動して
たいだく場としています。

93 熊本市 南区
みゆきほっとス
テーション

熊本市南区御幸笛田6丁目6番
88号

社会福祉法人
健 成 会 小規
模多機能ハウ
スほがらか

096-377-1300

校区にお住まいの独居高齢者や老人会の皆様、また、民
生委員の方々との交流の機会を持っています。小規模体
機能ハウスのご利用者及びご家族の方々と地域の方々と
のふれあいを目的にご利用者の日常生活の一部を体験し
ていただいています。（生活リハビリや体操等）

94 熊本市 南区 てとてと広場 熊本市南区富合町廻江599-1

社会福祉法人
福寿会 小規模
多機能型居宅
介護よかひよ
り

096-243-1011

「てとてと広場」は子ども、高齢者、障がいを持った方
等誰もが手をつなぎ支え合っていける場として、今後、
取り組んでいきたいと思います。そのために地域の皆様
に気軽に足を運んでいただけるよう呼びかけを行ってい
ます。ホームの南側に面する畑には、地域の方に野菜作
りの手伝いをしていただいており、交流の場となってい
ます。
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95 熊本市 南区 桜十字病院
熊本市南区御幸木部1丁目1番
1号

医療法人　桜
十字
桜十字病院

096-378-1111
生き活き健康教育、地域交流会、イルミネーション点灯
式、老人会出前講座、パソコン教室、民生委員ボラン
ティアなど様々な活動を行っています。

96 熊本市 南区
川口校区ふれあい
いきいきサロン

熊本市南区川口町1475-5
川口校区社会
福祉協議会

096-228-61７7
毎年２月に年間計画を作成し、内容と講師を決定したう
えで、毎月１回川口老人の家に地域の方を集めて活動し
ています。

97 熊本市 南区
柿の木の家　いき
いきサロン

熊本市南区城南町鰐瀬1186
社会福祉法人
恵春会

0964-28-4680
民家を改修し、地域の方と健康チェック、いきいき体
操、エアロビクス、音楽療法、認知症や介護保険等の勉
強会を月１回程度開催しています。

98 熊本市 南区
明和学園「はい
りゃんせ」

熊本市南区中無田町648番地
社会福祉法人
勝縁会

096-358-7871

地域交流ホーム（体育館）の開放、地域の防犯パトロー
ル、地域の清掃奉仕活動、地域との共同イベントの開催
などの活動を通して、地域の皆様とのふれあいを行い、
地域交流の拠点となるよう頑張っています。

99 熊本市 南区
おもちゃ図書館て
んじゅえん

熊本市南区奥古閑4375-1

社会福祉法人
寿量会（総合
ケアサポート
センター天寿
園）

096-223-0533

平成４年に開設。誰もが利用できる場とすること、昔な
がらの縁がわを施設に再現したい、施設で生活されてい
ても地域での暮らしの延長線上にあるという考えで始め
ました。正月休みを除いて毎日開設しています。
子育てサークルぽれぽれは毎週木曜日、デイサービス利
用者との交流は「孫子老運動会」と名づけて活動してい
ます。他には、小学校を対象としたサマーキャンプも
行っており、特に、夏休みは地域の小学生が気軽に施設
に来ています。

100 熊本市 南区 となりの家 熊本市南区奥古閑町４０７１
社会福祉法人
寿量会

096-342-6221

奥古閑小学校のとなりに多世代による地域交流の拠点として
いる。小学校の子どもさん達が放課後に自由に遊べる場（放
課後教室）やオレンジカフェ（認知症カフェ）、子育て支援のカ
フェ機能・セレクトショップ・ギャラリー（作品展示）を行います。

101 熊本市 南区
地域の縁がわ　い
つものところ

熊本市南区城南町隈庄648
社会福祉法人
はるかぜ会

0964-26-2088
地域住民を対象としたクラブ活動を実施（絵手紙クラ
ブ、生花クラブ）。今後は、地域住民を対象とした行事
や脳の健康教室を行っていく予定としています。

103 熊本市 南区
子育てサークル縁
側サロン　竹ちゃ
んち

熊本市南区鳶町2丁目９－７
子育てサーク
ル縁側サロン
竹ちゃんち

096-320-2003

月に一度、自宅を開放して子育てサークルを開設してい
ます。自宅そばには、手づくりママたちのハンドメイド
雑貨の販売やパンの販売のショップもあります。いつで
もママ達が立ち寄れる場所となっています。

104 熊本市 南区 みなみＹＭＣＡ
熊本市南区田迎５－１２－５
０

みなみYMCA 096-378-9370

月に1回、地域の方々を中心に、「歌声広場わいわい」
として、懐かしのフォークソングや童謡、ポピュラーソ
ングを皆で歌います。歌が上手くなくても、気軽にどな
たでも参加できます。
また、コミュニティールームは、開館時間に開放してい
ますので、ご自由にお立ち寄りください。

105 熊本市 南区
ふれあいカフェあ
まてらす

熊本市南区御幸笛田２丁目１
５－３８

ケアバックス
株式会社

090-1926-

3638

厚労省が推進する「健康ナビステーション」を活用した
医療と介護に関する情報提供と予防やヘルスケアに関す
る学習機会の提供、地域住民の接点創造を行います。

106 熊本市 南区 もねろサロン
熊本市南区富合町菰江２４５
番地

特定非営利活
動法人後藤会

096-288-0730

地域交流の拠点として活動している。
既存の蔵を改造し、地域の方々の作品を常設展示する
ギャラリーとするとともに、展示物を鑑賞しながら交流
できる集いの場として機能している。
ギャラリーは常設展示以外にも各種の催し物を行う。
又月１回は広く一般の方にも参加を呼びかけ、お茶の会
を開いていく。

107 熊本市 南区 フキの花 熊本市南区砂原町440-4
NPO法人森の
樹

096-288-3158

月１～２回、日曜日（地域密着型通所介護デイサービス
花スミレ休業日）に、地域の皆様へふれあいサロンとし
て開放しています。「元気しとったな！？」が皆さんの
合い言葉です。昔懐かしい曲を皆さんで合唱され、お茶
をしながらおしゃべりが弾みます。現在、１０～１５名
様程ご利用です。民生委員さんを中心に、次回開催日も
皆さんで決められ、自主運営されています。

108 熊本市 南区
じょうなん　みな
サポ

熊本市南区城南町塚原252

社会福祉法人
慶信会
城南学園生活
介護事業所
じょうなんみ
なサポ

0964-27-5820

健康体操の普及・ストレッチ体操（仮設住宅を定期的に
訪問中）
さをり織り工房にての手芸ボランティアの方々との作品
つくり
月に2回事業所を開放してのカフェ・ランチの提供

109 熊本市 南区
地域の縁がわ　サ
ンフラワー

熊本市南区城南町隈庄376
合同会社サン
スマイル

0964-27-9902

○余暇活動・健康づくり教室
　地域の先生を講師として依頼し、自社スタッフの健康
教育を交えながら交流を図っている。
○配食見守り事業・買い物支援事業
　自社でとれた野菜や地域で育てられた野菜を自社でつ
くる惣菜やピクルスに加工し、移動販売車で配食してい
る。同時に見守りも実施している。
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110 熊本市 南区
地域の縁がわ子ど
もの学び場「え.
あ.お.ホーム」

熊本市南区江越1－24－21
株式会社ＭＴ
Ｓ

096-237-7651

　小中学生に「人との関わり方のコツ」を伝承するた
め、地域住民や高齢者との交流の場として活動していま
す。当施設は、小中学生だけでなく、地域の方々にも開
放しています。リラックスした環境で、小さな困り事を
気軽に話せます。
　原則、放課後から20：00までですが、不登校や行き
渋りなどの子どもに対しては、日中の時間帯もご利用い
ただけます。
　また、子どもが帰宅後に早く就寝出来るよう、希望が
あれば、お風呂や食事の宅配を利用いただけます。

111 熊本市 南区
こどもキッチンブ
ルービー

熊本市南区八幡６丁目６－２
０

一般社団法人
こどもキッチ
ンブルービー

070-5810-

4568

　子どもの居場所づくりや孤食、孤立、さらに、高齢者
や子育て家庭などの支援事業として、毎月第１・３土曜
日のお昼に、子ども・地域食堂を開催しています。
　その他、季節にちなんだクッキングや田畑での野外活
動、高校生や大学生の研修の受入れ、出張子ども食堂な
ど、様々な活動にも取り組んでいます。

112 熊本市 北区
カフェレストラン
JOINUS
COFFEE

熊本市北区兎谷2丁目3-20
NPO法人 まち
くらネット
ワーク熊本

096-341-5800

カフェレストランJOINUS COFFEEは、就労支援セン
ター　ジョイナスコーヒーで製造したコーヒーやパンの
直売所として機能しており、地域の方々に親しんでいた
だいています。また、地域で一人暮らしの高齢者や障が
いをもたれて料理をすることが困難な方々への夕食の配
達をさせていただく等、地域の皆様とのつながりを大切
にしたいと考えています。

113 熊本市 北区 カムさあ
熊本市北区龍田陣内3丁目37
番7号

社会福祉法人
リデルライト
ホーム

096-337-2941

認知症グループホームに併設したデイサービスの場所
に、地域の知的障がいをもつ人々の就労支援・地域交流
の場として喫茶コーナーを設けています。また、小学校
の休暇期間は、近隣児童と高齢者のふれあいの場所とし
て活用されています。

114 熊本市 北区
いこいの家 みつ
ぐ

熊本市北区貢町780-8
特定非営利活
動法人 自立応
援団

096-288-1752
小規模作業所さろんとして、農作業や障がい児の一時預
かり、パソコンの利用等に取り組んでいます。

115 熊本市 北区 地域交流館 熊本市北区山室6-8-1
医療法人社団
寿量会

096-345-8111

地域住民の集いと情報交流の場としてオープン。健康・
教育・文化的な交流を目的とした「市民塾ホール」、健
康生活に必要な商品を揃え、相談に応じる「健康生活相
談コーナー」、医学書や一般向けの健康書を取り揃えた
「健康生活図書室」、地域食生活自立支援のお手伝いを
する「レストラン宴の家」からなり、地域住民や患者さ
んに利用いただいています。

116 熊本市 北区
武蔵ヶ丘ご近所ク
ラブ よりみち

熊本市北区武蔵ヶ丘4丁目18-
1-105号

NPO法人 武
蔵ヶ丘ご近所
クラブ

096-338-7123

高齢者一人暮らしサポートや、電話や訪問による健康確
認、買い物代行、サロン（よりみち）、料理教室、パソ
コン教室を行っています。また、軽食・喫茶もできま
す。

117 熊本市 北区
地域交流サロン
“ばあちゃんち”

熊本市北区植木町有泉829
社会福祉法人
喜育園 山東保
育園

096-272-0673

農家の納屋を改造し、地域総合交流サロンを開設。子育
て支援、高齢者サロンなど地域の方々が集える交流事業
を開催しており、畑作りや郷土料理の食事会等を行って
います。

118 熊本市 北区
地域活動支援セン
ター　こまちの森

熊本市北区植木町小野128
NPO法人 こま
ちの森

096-273-2705
ふれあい型小規模作業所交流サロンを開設。工房と
ショップを運営し、地域の人々も参加できる交流活動を
行っています。

119 熊本市 北区
ふらっとホール
小町家（こまち
や）

熊本市北区植木町岩野437-3
社会福祉法人
青いりんごの
会

096-273-0088
地域の高齢者・障がい者・子育て中の方や子供など、
人々が集える場所として開設。地域のサークル活動に活
用されています。

121 熊本市 北区
カフェ型保健室
しらかば

熊本市北区植木町岩野865番
39号

小町ウイング 096-273-4737
住宅団地内において、地域の子供や高齢者、子育て中の
地域の誰もが気軽に集い、会話や交流を楽しみ、健康相
談もできる「まちの保健室」として活動しています。

122 熊本市 北区
二田ニコニコ会
七福会

熊本市北区植木町正清（二田
公民館 田底保育園）

ふれあいいき
いきサロン

-

地域の公民館にて高齢者のふれあいいきいきサロン、健
康体操、転倒防止体操、会食などを実施。月1回グラン
ドゴルフ、地域の小学生、夏休みにグランドゴルフ大会
での交流、地域の保育園への友愛訪問、プレゼント（チ
ラシでコマ）園児達とお手玉、風船バレーなど実施し、
交流しています。

123 熊本市 北区 今藤井戸端会議
熊本市北区植木町今藤（今藤
公民館）

ふれあいいき
いきサロン 今
藤ボランティ
ア団体

-

地域の公民館で高齢者の方が集まり、ふれあいサロン、
毎月1回会食、気功体操、レクリエーションなど行って
います。年に2回、独居のお宅を友愛訪問、年に1回、
各施設老人ホームなどを訪問、夏休みは小学生とグラン
ドゴルフを実施し交流をしています。
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124 熊本市 北区 雨山サロン
熊本市北区植木町舟島（余内
公民館）

ふれあいいき
いきサロン

-

地域の公民館で高齢者の方が集まり、毎月計画に従い、
花見、ゴキブリ団子作り、温泉行き、七夕作り、花植
え、レクリエーションなどを実施しています。地域の保
育児、小学生と夏休みに会食してゲームなどされ交流会
を実施しています。会食されるときは10時～14時。茶
話会だけの時は13時～16時開催。会食、おやつ作りは
参加者の皆さんで準備されます。

125 熊本市 北区 平島みどり会
熊本市北区植木町田底（平島
公民館）

ふれあいいき
いきサロン

-

地域の公民館で高齢者の方が集まり、会食、輪投げ、健
康体操、レクリエーションなど実施。月2～3回ゲート
ボール（近くのグランド）地域の小学生、保育園児と夏
休みに会食ゲームなど交流会を行っています。

126 熊本市 北区 あいわ.net 熊本市北区龍田8丁目20-95
特定非営利活
動法人 ライフ
サポート龍田

096-277-1934

FAX：
　096-277-

1935

認知症デイサービスの一角を地域の方へ開放していま
す。明るい縁側から、ふらっと立ち寄ることのできる通
い処として場所を提供しています。介護相談、認知症介
護相談、栄養食事相談、趣味等の充実を図る相談など、
日常生活に密着した相談窓口となるよう取り組んでいま
す。

128 熊本市 北区
滴水銀杏いきいき
サロン、滴水かた
ろう会

熊本市北区植木町滴水（滴水
公民館）

滴水銀杏

096-272-1141

(市社協北区事
務所)

夏休みに地域の子どもたちとの地域交流会を開催し、健
康体操、血圧測定、茶話会、カラオケ、食事会などを週
4回程度行うなど様々な活動を行っています。

129 熊本市 北区
くわのみ終活カ
レッジｉｎドレミ
村

熊本市北区下硯川町480-1
社会福祉法人
青山会

096-245-1447

新鮮な野菜、手作りの美味しい惣菜、よそのお店にはな
い雑貨などが並ぶドレミ村の一角に「終活カレッジ」
コーナーがあります。「終活」とは、自分らしい最期を
迎えるための準備をすること。エンディングノートの書
き方、手芸教室等、地域の方々が集える様々な講座を開
催しています。

130 熊本市 北区
くわのみ荘「よっ
とっと」

熊本市北区鹿子木町405
社会福祉法人
青山会

096-245-1447

１Ｆ地域交流スペース「よっとっと」では、映写会、ピ
アノ、体操、子供フラダンス等の教室、近くの保育園の
子供たちがリズム運動したりと、いつも賑やかに開放し
ています。また「絵本の図書館」もあり、幼児からお年
寄りまで、ゆっくりと絵本に親しめます。

131 熊本市 北区
城北校区ネット
ワークの会

熊本市北区八景水谷2丁目9-4
城北校区社会
福祉協議会

096-345-8712
・城北校区ネットワークの会（月に１回）
・地域高齢者、身体障がい者など一人暮らし見守り活動
・いきいきサロン活動（月に１回）

134 熊本市 北区
交流サロン　かた
らん会

熊本市北区麻生田４丁目11-
25（老人憩いの家）

ボランティア
活動
かたらん会

096-338-6789
地域の高齢の方々の見守り活動として「語りにこんね、
あたも加わらんね」をもじって、「かたらん会」という
名称をつけ、月２回の活動を行っています。

135 熊本市 北区
コスモスふれあい
サロン

熊本市北区楠1丁目3-10-
201

楡木校区社会
福祉協議会

096-339-2607

毎月第１木曜日に市営住宅の高齢者を中心に、生活援助
室さえりあ新地と連携して、健康づくり（健康体操）折
り紙、童謡、会話などを、第３火曜日はお楽しみ食事
会、ふれあいサロン活動を行っています。

136 熊本市 北区
通所リハビリテー
ションかなこぎ苑

熊本市北区硯川町７６８－１
医療法人社団
郁栄会

096-275-2788

ボランティアの方々や公民館での講座受講の方々の発表
の場を提供していて、当施設の利用者の皆様との交流の
場となっています。また、地域の音楽活動されている
方々の練習の場として、定期的に場所を提供していま
す。

137 熊本市 北区
小規模多機能型居
宅介護事業所　シ
ニアクラブ菱形

熊本市北区植木町滴水1653-
３

医療法人社団
郁栄会

096-273-5955
地域との交流（クリスマス会、運動会、もちつき等）を
実施するとともに、住民の方々が、散歩途中に立ち寄る
事ができる交流の場所づくりを行っています。

138 熊本市 北区 サンライズ楠野 熊本市北区楠野町1069-1
医療法人社団
郁栄会

096-275-2688

月２回デイサービスと共同で開催する演芸会（ボラン
ティア）に地域の方にも参加して頂き交流の場となって
います。また、包括支援センターと連携して、認知症サ
ポーター養成講座等も行っています。

139 熊本市 北区
通所介護事業所デ
イサービス高平

熊本市北区大窪３丁目11番
47号

社会福祉法人
郁栄会

096-345-3777
毎月ボランティアを積極的に受け入れ、地域交流の場と
なるよう取り組んでいます。会議室や地域交流スペース
を可能な限り開放しています。

140 熊本市 北区
特別養護老人ホー
ムサンビレッジ高
平台

熊本市北区大窪３丁目11番
47号

社会福祉法人
郁栄会

096-345-3777
毎月ボランティアを積極的に受け入れ、地域交流の場と
なるよう取り組んでいます。会議室や地域交流スペース
を可能な限り開放しています。

141 熊本市 北区
たつだ保育園（ぴ
よぴよランド・こ
ろころランド）

熊本市北区龍田弓削２丁目7-
100

社会福祉法人
龍田福祉会

096-339-4946

ぴよぴよランドは、保育園に行っていない子供を対象
に、園庭を解放し、交流スペースを設けています。ころ
ころランドでは、よちよち歩きの子供を対象に、交流活
動を行っています。学童保育も卒園時の保護者からの要
望で、自主事業で行っており、小学生まで広く利用さ
れ、地域住民の方の理解も深く各行事にも協力していた
だいています。
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142 熊本市 北区
みんなの寄り処
よしまつ

熊本市北区植木町豊田187番
社会福祉法人
三峰福祉会

096-272-5055
地域の方が集える場所として利用されており。映写会や
会議等多数の行事で利用されています。その他にも料理
教室等にも利用できます。

143 熊本市 北区
ふれあい会「やま
びこ」サロン

熊本市北区龍田町弓削
ふれあい会
「やまびこ」

096-339-0328

・月一回茶話会
・子供達とお年寄りのふれあい会
・年４回程、料理を作っての食事会
・１人暮らしのお年寄りの自宅に訪問して２時間程の茶
話会

144 熊本市 北区
ふれあい室えん
じゅ

熊本市北区貢町５７－１
株式会社おが
た

096-247-6200
施設を整備し、地域の方に開放しています。地域資源を
活かした弁当の作成、宅配、簡単な家事援助等を行う事
業も行います。

145 熊本市 北区
元気の寄り合い処
くまさんち

熊本市北区下硯川町２１１１
－３
フェリーチェ進栄１F

デイサービス
くま

096-326-5333
母体が医薬品卸、調剤薬局のため、薬剤師が定期的に健
康に関する相談や健康講話を開催するなど、くまさんち
に来て、元気になっていただきます。

146 熊本市 北区 リデルホーム龍田
熊本市龍田陳内3丁目１９－１
２

社会福祉法人
リデルライト
ホーム

096-274-1895

フラワー教室や芋の苗植え、芋ほり、もちつき等の定期
的なイベントの活動、地域の方や子ども達が自由に集え
る場所作りを進めています。また、元気はつらつサロン
等、地域の方達を対象とした健康教室も実施していま
す。

147 熊本市 北区
地域の縁がわ　ふ
れあいワーク

熊本市北区龍田9丁目２－２１
社会福祉法人
わくわく

096-338-4213

平成26年4月に施設を移転して、龍田9丁目に引っ越し
てきました。半年が経ち、地域の方との交流の場や機会
を持ちたいと考え、10月より、月に一度の土曜市を始
めました。

148 熊本市 北区
特別養護老人ホー
ム　さわらび

熊本市北区龍田町弓削８６４
－１

社会福祉法人
熊本菊寿会

096-386-3855

弓削校区サロン、包括・社協主催地域の老人クラブ、シ
ニアネットクラブ、シニア年代のパソコン・デジカメク
ラブ、リズムサークル、若手主婦の料理クラブ等の活動
を行っています。

149 熊本市 北区
チャレンジめいと
くの里

熊本市北区明徳町７０７－１
社会福祉法人
明徳会

096-215-9101

障がい者の方と地域の交流を積極的に行っています。ま
た、地域の子育てネットワークに参加し、施設の開放や
交流を行っています。定期的にイベントを行い、地域の
方が集う機会を提供しています。

150 熊本市 北区 KINKEIFARM
熊本市北区龍田３－３２－１
８

KINKEIFARM 096-227-6666

社会教育の担い手として、幼児から中高年者までを対象
に、各種教育プログラム、体験学習、自己実現プログラ
ムを開いています。毎週火曜日の「健康スクール」での
護身空手、エアロビや健康ヨガ等に加え、「自然学校」
での田植え、稲刈り体験や裏山農業での農業体験等を
行っています。

151 熊本市 北区
特別養護老人ホー
ム　田原の郷

熊本市北区植木町鞍掛1522
番地１

社会福祉法人
心和会

096-273-3000

田原の郷の１階地域交流スペースは、笑話の町並みを
テーマに設計されています。また、住み慣れた地域での
暮らしが継続できるよう、家族や地域との結びつきを重
視し、「地域のよろず相談所」として不安の解消ができ
る地域拠点を目指しています。

152 熊本市 北区
清藤クリニック
待合室カフェ

熊本市北区武蔵ケ丘四町目10
番14号

医療法人清藤
クリニック

096-223-5373

地域に待合室を解放して、カフェ活動を行っています。
毎月、日常生活に役立つ知識にを学べるような時間も設
けていますが、それ以外の時間は、好きなように過ごし
ていただけます。書道、絵画（絵の具、クレヨン、色鉛
筆）、編み物、手芸、ゲームなど。毎年年末には一緒
に、待合室に設置するクリスマスツリーの飾りつけをし
たりもしています。これらの作業を一緒にしながら、他
愛もない雑談やおしゃべりを楽しんでいます。参加され
た方々が役割を発揮していただけるようにしており、書
道が得意な方、編み物が得意な方、それぞれに先生をお
願いして指導をしてもらっています。それぞれがこのカ
フェの場を利用して、やりがい、生きがいを感じること
ができたらいいなと考えて活動を続けています。

153 熊本市 北区
地域交流サロン
いっぽかん

熊本市北区植木町有泉829

社会福祉法人
喜育園立山東
こども園
（山東子育て
応援団）

096-272-0673

地域交流サロンの２階に、乳幼児とその保護者並びに地
域住民を対象としたおもちゃ図書館を開設しています。
家庭ではなかなか揃えられないようなおもちゃ、特に、
材質・塗料等が子どもに無害で、子どもの成長発達に有
効な、木製を中心としたおもちゃを所蔵しています。
施設利用者は、無料で遊べ、１週間単位での貸し出しも
行っています。
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154 熊本市 北区
デイサービスセン
ター楽園

熊本市北区貢町４番地２ 楽園合同会社 096-321-6208

月に２回程度、多世代間食育教育として、子ども（小学
生及び保護者）とデイサービス利用者の高齢者と一緒
に、調理・会食をしています。
郷土料理（だご汁、からしレンコン等）が中心で、高齢
者が子どもに調理を教えながら、食べ物について思い出
を話してもらい、活動しています。

155 熊本市 北区
地域ふれあいホー
ム　わがや

熊本市北区下硯川町2111-3 尽天株式会社 096-326-5333
月曜日～金曜日まで、インフォーマルとしての宿泊場所
の提供と、夜間見守りのサービスを提供します。食事提
供もご相談に応じます。


