
【1】　事業所概要

9：30～15：30

メールアドレス

ホームページ

営業時間（利用時間）

開設年月日

地域活動支援センター

ふれあい地域活動支援センター

社会福祉法人荒尾市社会福祉協議会

〒864-0031
熊本県荒尾市川登1777-12

FAX

営業日

fureai@lake.ocn.ne.jp

類型

生活介護、相談支援、放課後等デイサービス、児童発達支援

平成18年10月1日

併設事業

Ⅲ型

長久
ナガヒサ

 孝
タカシ

所在地

電話 0968-68-6205

定員

20名 月曜～金曜日

 お問い合わせ担当者

0968-68-6433

【2】　対象障がい種別　（◎主たる対象者　○対象者　△相談に応じます  ×対応不可）

【3】　送迎

無 有

○

【4】　利用に係る費用

児童

×

一部教材費がかかります。

（6時間）　　　　600円

（3時間）　　  　300円

※その他、講座参加希望者のみ

知的 高次脳機能 難病

その他利用料 食事

△△

身体 発達

◎

料金（片道）

精神

0円

△

備考

○

（4.5時間）    　450円

入浴（希望者のみ）　200円

×

送迎

送迎の範囲

荒尾市（通常実施範囲）　　※近隣市町はご相談下さい。

1食 500円



【5】　アピール

◎ふれあい地域活動支援センター
でご利用いただけるサービス

（身体）
・生活介護事業と併設し、様々な当事者の方々と交流を深

めていただけます。
・月に一度の買い物ツアーや日帰り旅行、お花見などの季

節の外出を積極的に行い、社会参加の機会を増やしてい
ます。

・日替わりで様々な講座を行っています。

◎主なサービス内容
・入浴 ・食事
・相談、困りごと支援 ・送迎（無料）
・機能訓練
・健康管理（検温、血圧測定）
・創作的活動

身体…生花講座 書道講座
・社会適応訓練

身体…パソコン講座
※講座はいずれも専門の講師による本格的な講座です！

広い室内では毎日たくさんの笑い

声が生まれています！

【6】　マップ＆アクセス

≪公共機関≫

バス：ふれあい福祉センター前

JR：荒尾駅下車 車で15分

自慢の広いお風呂は銭湯みたい
とよく言われます。

208 号線 

大
牟
田 

 

                                 

 

 

 

 

 

福山 
ﾍﾞｰｶﾘｰ 荒尾市ふれあい 

福祉センター 

ｶﾞｿﾘﾝ 

ｽﾀﾝﾄﾞ 荒尾 
警察署 



【1】　事業所概要

併設事業

Ⅲ型 15名 月曜～金曜日（土日祝休館） 9：00～15：00

類型 定員 営業日 営業時間（利用時間）

ホームページ

開設年月日 昭和63年4月1日

メールアドレス tamanakibounoie@beige.plala.or.jp

電話 0968-74-0890 FAX 0968-74-0890

地域活動支援センター

玉名きぼうの家

NPO法人　玉名きぼうの家

所在地
〒865-0051
熊本県玉名市繁根木233-4

 お問い合わせ担当者 戸
ト

越
ゴエ

 マリ子
コ

【2】　対象障がい種別　（◎主たる対象者　○対象者　△相談に応じます  ×対応不可）

【3】　送迎

無 有

〇

【4】　利用に係る費用

なし
（料理教室など活動内容に応じて負担が発生します）

なし 利用登録制

送迎

円

利用料 食事 その他

送迎の範囲

料金（片道） 備考

高次脳機能 難病 児童

×〇 △ ◎ ○ ○ ×

身体 知的 精神 発達



【5】　アピール

７月の内職（大磯紙器加工）：箱折り

昭和６３年から現在まで、行政や病院、保健所そして地

域の支援を受けて活動を行っています。

こころの病を抱える方やその家族が地域で安心して、

自分らしい生活を送る事ができるように社会参加に向け

た活動を行っています。

月曜日～金曜日まで資源ごみ回収を行っています。

アルミ缶・新聞・ダンボール・ペットボトルの回収をし、機械

で潰して田原坂と植木の業者へ持ち込みをします。

飲料缶を回収（スプレー缶、猫のえさ缶、ナッツの缶等は

回収いたしません）

★午後は内職作業（平成２７年８月迄）★

当センターでは活動に参加できない方でも、ゆっくりでき

【6】　マップ＆アクセス

至長洲 至熊本

国道２０８号線

　

《公共機関》

バス：亀甲商店街バス停徒歩3分

JR：玉名駅下車、徒歩10分

るような居場所を提供しています。家にひきこもりの方の自

立を支援する「居場所」でもあります。

メンバーさんも、経験豊富で優しい方達ばかりです。お

しゃべりしながら、また音楽を聴きながら、わきあいあいとし

た雰囲気の中活動を行っています！

月1回の絵手紙教室、年末にはもちつき等、支えて下さる

地域の方やボランティアの方々との交流があります。

ダイレックス

JR玉名駅
 

 

 
玉名きぼうの家 

 



【1】　事業所概要

【2】　対象障がい種別　（◎主たる対象者　○対象者　△相談に応じます  ×対応不可）

Ⅰ型 特になし 日曜～金曜日（土曜休館） 8：30～16：30

開設年月日 平成14年4月1日

併設事業 共同生活援助、相談支援

類型 定員 営業日 営業時間（利用時間）

 お問い合わせ担当者 柗本
マツモト

めぐみ、西村
ニシムラ

 愛
アイ

、村田
ムラタ

 なつみ

メールアドレス fureai-jimu@circus.ocn.ne.jp

ホームページ

地域活動支援センター

地域活動支援センターふれあい

医療法人信和会

所在地
〒865-0048
熊本県玉名市小野尻5

電話 0968-73-1022 FAX 0968-73-1023

【2】　対象障がい種別　（◎主たる対象者　○対象者　△相談に応じます  ×対応不可）

【3】　送迎

無 有

〇

【4】　利用に係る費用

利用料 食事 その他

なし
（活動に応じて実費が発生します）

・昼食会：木曜日、日曜日(150円程度)
・弁当の注文あり：平日のみ(350円～)
※注文受付：9：30まで

利用登録制

送迎

送迎の範囲

料金（片道） 備考

円

児童

〇 〇 ◎ ○ ○ ○ ○

身体 知的 精神 発達 高次脳機能 難病



【5】　アピール

♢ふれあいはこんなところです！

♢固定週間プログラム

◎地域で生活されている障がいをお持ちの方、ご家族、ボランティアの方々が気軽に利用できる施設です。

◎様々なプログラムを当事者の方々と企画、実施しています（日帰り旅行など）
◎プログラムに参加されない方でも、ゆっくりできるような居場所を提供しています。

◎交流の場としても利用できます。気軽に足を運んでください。
～ 当事者の方がより充実した生活ができるように、努めています！ ～

日 虹の会例会(主に昼食会)

月 フリー

火 園芸
水 ウォーキング
木 料理(150円か100円と米1合)
金 ストレッチ
土 閉館日

※ 特別メニューにて200円（月１回）
※ 2時半閉館日あり（月１回）

手芸
書道
おやつ作り
ピアカウンセリング
スポーツ
絵手紙
利用者ミーティング など

※詳しい日程、内容等について
ふれあいまで問合せください

♢月1回のプログラム

♢活動の様子 ♢ふれあい利用者のつぶやき 〈ふれあいってどんなとこ？〉

【8】　マップ＆アクセス

至益城

※ 見学・体験は随時受け付けております。

【ホール】 【スポーツ】

【おやつ作り】

ゆっくり、ご自由に

過ごしていただけます。

ソフトボールやバドミントン
等、 毎月何をするか話し
合って、決めています。

この日は「たこ焼き」を
みなさんで作りました。

【玉名方面よりお越しの方】

産交バス

（玉名駅～河内経由～交通センター行：西１１）

『病院前』下車、徒歩２分

（玉名駅前より 約１０分で着きます）

【熊本市（河内）方面よりお越しの方】

産交バス

（交通センター～河内経由～玉名駅行：西１１）



【1】　事業所概要

【2】　対象障がい種別　（◎主たる対象者　○対象者　△相談に応じます  ×対応不可）

施設入所支援、生活介護、短期入所、就労継続支援B型、
相談支援、日中一時支援、共同生活援助

類型 定員 営業日 営業時間（利用時間）

Ⅱ型

ホームページ http://oama-hoikuen.jp

開設年月日 平成17年10月1日

併設事業

FAX 0968-82-3336

特になし
火曜・木曜・金曜・土曜・日曜

(月・水休館）
9：00～16：00

tensui-seimei@oama-hoikuenn.jp

地域活動支援センター

玉名市障害者地域活動支援センター

社会福祉法人 天水福祉事業会

 お問い合わせ担当者 長谷川
ハセガワ

  美紀
ミキ

メールアドレス

所在地
〒861-5401
熊本県玉名市天水町小天6641-4

電話 0968-82-3233

【2】　対象障がい種別　（◎主たる対象者　○対象者　△相談に応じます  ×対応不可）

【3】　送迎

無 有

〇

【4】　利用に係る費用

利用料 食事 その他

1日100円
昼食400円

・利用登録制　（原則）
入浴300円、絵画30円
ちぎり絵50円、書道40円
折り紙20円、製作遊び60円
裁縫50円

○

身体 知的

送迎

送迎の範囲

荒尾市、玉名市、長洲町、玉東町、熊本市の一部

料金（片道） 備考

0円

〇 ◎ ○ ○ △ ×

高次脳機能 難病 児童精神 発達



【5】　アピール

♢玉名市地域活動支援センターはこんなところです！

◎地域で生活されている障がいをお持ちの方が気軽に利用できる施設です。

◎さまざまなプログラムを毎日用意しております。

◎温泉水で入浴もできます。気軽に足を運んでください。

～ 当事者の方がより充実した生活ができるように、努めています！ ～

ちぎり絵・制作活動・ブロック遊び・映画鑑賞・

プール遊び「夏休みのみ」・お楽しみ会・

料理教室・ペタンク・体操・マット遊び・

リズム体操・料理教室

※詳しい日程、内容等について

♢活動の様子

♢毎月のプログラム

♢活動の様子

児童館と合同お花見会
皆で食べたお弁当は美味しかったで
すね。

【8】　マップ＆アクセス

至益城

※ 見学・体験は随時受け付けております。

【ホール】 【スポーツ】

【おやつ作り】

ゆっくり、ご自由に

過ごしていただけます。

ソフトボールやバドミントン
等、 毎月何をするか話し
合って、決めています。

この日は「たこ焼き」を
みなさんで作りました。

《公共機関》

バス：天水生命学園前徒歩１分

【ホール】

【おやつ作り】

ゆっくり、ご自由に

過ごしていただけます。

天水中学校から職場体験に来ら
れました。制作活動です。


