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九州・沖縄地域ミーティング会場案内 令和 5 年 5 月 23日現在 

※各会場へお越しの際は、新型コロナ感染予防対策（マスク着用・手洗い・消毒等）をよろしくお願いいたします。 
※ミーティング中止・変更等につきましては、九州・沖縄セントラルオフィスのホームぺージ（http：//www.aa-

koco.com/）‘ミーティング会場変更・中止・新会場等のお知らせ’にてご確認いただくか、または九州・沖縄セント

ラルオフィスに直接お問い合わせくださいますようにお願いいたします。尚会場への電話でのお問い合わせはご

遠慮ください。 
ＡＡ九州・沖縄セントラル・オフィス 

〒892-0803 鹿児島市祇園之州 12 セジュール祇園之州１０２号   電話・FAX ０９９－２４８－００５７ 

E-mail：koco@po4.synapse.ne.jp  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:http：//www.aa-koco.com/ 

    【月～金】10：00～16：00 [8/13～15、12/30～1/3、土・日曜日・祝日は休みです] 

略号一覧（M はミーティングの略です） 

（C）クローズト M、本人のみ （BB）ビッグブック M （S）ステップ M 

（T）伝統 M （BU）グループのビジネス M （LS）リビングソーバーM 

（D）今日を新たに M （B）ビギナーM、初めてのひと向け （BS）ビギナーズ、ステップ M 

（バ）バースデイ M （O）オープン M,本人はもちろんどなたでも （OS）オープン、ステップ M 

（SP）スピーカーM （TH）テーマ M  

注※（O）オープン M には医療、行政、家族の方等、本人以外の方も出席が出来ます。それ以外は、（C）クローズト M であり本人だけの集まりとさせていた

だきます。 

 
【長崎】 

 
【佐賀】 No.1 

グループ名（会場名） 会場名・住所 曜日・時間・内容 

ざぼん 

長崎市白鳥町８番１号 

白鳥町公民館 

（月）１８：４５～２０：００（O）         ※第１（月）休み 

（水）１８：４５～２０：００（O） 第２：（バ）  ※第１（水）休み 

長崎市白鳥町３番９号 

長崎市緑ヶ丘地区ふれあいセンター 

（火）１９：００～２０：１５（Ｏ） 第 1・３（ＢＢ） 

（木）１９：００～２０：１５（Ｏ） 第１（BU） 第２・３（Ｓ） 第４（Ｔ）   

 長崎市大浦町 1－6. 

聖三一教会 

（金）１９：００～２０：１５（O） 

長崎市若草町 6－5 

カトリック城山教会 

（土）１９：００～２０：１５ （O） 

ジャガタラ 

長崎県長崎市南山手町２－１８ 

カトリック大浦教会 

（日）１７：００～１８：３０ 

長崎県長崎市興善町１－１ 

長崎市立図書館 ２Ｆ 研修室 

（月）１９：００～２０：３０ 

 

長崎県長崎市西坂町７－８ 

カトリック西坂教会 

（金）１９：００～２０：３０ 

             

長崎市出島町２番１１号 

出島交流会館４Ｆ 

（水）１８：３０～２０：００ 

 

長崎県長崎市西坂町７－８ 

カトリック西坂教会 

（木）１９：００～２０：３０ 

ステップ 

長崎ソレイユ 
長崎市出島町２－１１ 

出島交流会館 

毎週火曜日１９：００～２０：１５（オープン） 

ふれあい    
長崎市白鳥町３番９号 

長崎市緑ヶ丘地区ふれあいセンター 
毎週水曜日１８：００～２０:００（オープン） 

レズレクト長崎    

会場変更（ｒ5.5/16～） 長崎市若草町 6－5 

カトリック城山教会 
時間・内容変更（ｒ5.5/16～） 

毎週火曜日１９：００～２０:００ （TH） （オープン） 

長崎市大橋町 3-28 田口ビル 2Ｆ 

フリーダム長崎 
毎週金曜日１３：００～１４:３０ （ＴＨ）（オープン） 

長崎地区 諫早会場 
     

長崎県諫新道町９４８ 

諫早市社会福祉会館 

第１・３ 日曜日１３：３０～１５：００ 

長崎地区 早岐会場 
 

長崎県佐世保市早岐１丁目６番３８号 

早岐地区公民館  

第２・４ 日曜日１５：００～１６：３０ 

グループ名（会場名） 会場名・住所 曜日・時間・内容 

はがくれ 
佐賀県佐賀市鍋島 1 丁目１－１ 

鍋島公民館 
（土）１９：００～２０：００（Ｏ） 
      

わかくす 
 

佐賀県武雄市武雄町武雄５５３８－１ 

武雄文化会館内 中央公民館２F 講習室 

（木）１９：００～２０：００（O）   ※祝日休み 

 

佐賀県唐津市和多田海士３－８ 

      唐津都市コミュニティセンター 

(月) １９：００～２０：００（O）  ※祝日休み 

鳥栖 
佐賀県鳥栖市本通町８０６－１ 

鳥栖カトリック教会 
（土）１９：００～２０：３０ （Ｓ） 
第１：ステップ１ 第２：ステップ２ 第３：ステップ３ 

第４：その月のステップ       第５：TH 

休止中（ｒ4.4 月〜） 
朋来  

佐賀県多久市南多久町大字下多久 6063 

南多久公民館  

（金）１８：００～１９：３０  （Ｏ） （TH） 

 

佐賀金泉 
佐賀県佐賀市久保泉町川久保１３５３－１ 

      佐賀市久保泉公民館 

（火）１９：１５～２０：３０  （Ｏ） （LS） （D） 
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【大分】                                                                                       

 
 
 
【熊本】 NO.1 

グループ名（会場名） 会場名・住所 曜日・時間・内容 

グレー 
大分県大分市中央町３－７－３０ 

大分カトリック教会 

（水）１９：００～２０：３０（Ｃ）  「成年に達する」 

わさだ 

休止中（ｒ2.10 月〜） 

大分県大分市大字玉沢７８９ 

稙田公民館 

（木）１９：００～２０：３０（O）  

第１（.BB） 第２（ＢＢ） 第３（BB） 第４（バ or BB）  

第５（「ホームグループ」） 

 

大分県大分市大字玉沢７８９ 

稙田公民館 

（日）１９：００～２０：３０（O） 

第１（BOX916） 第２（BB） 第３（TH＆BU） 

第４（ＬＳ） 第 5（「ホームグループ」） 

※第３日曜日は（前半）テーマ、（後半）ビジネスミーティングを 

行います。 

iRis (ｱｲﾘｽ) 

 

大分県中津市豊田１４－３８ 

中津文化会館  

（月）１９：１５～２０：４５（C） 

第１、第 2   （BB 個人の物語） 

第３、第４、第５（ビルはこう思う）    

（金）１９：１５～２０：４５（C） 

 第１（Ｔ） 第２（ＢB 第 1 章～第１１章） 第３（LS） 

 第４（Ｓ） 第５（今日を新たに） 

地区 
大分県大分市王子新町５番１号 

大分市西部公民館 

第２（日）１３：００～１６：００（O） 

地区委員会（C）  

ペガサス 
大分県大分市中央町３－７－３０ 

大分カトリック教会 

（土）１９：００～２０：３０（Ｏ） 

        １２ステップ 

宇佐 
大分県宇佐市四日市１１１－２ 

四日市コミュニティーセンター  

（火）１８：３０～２０：００ 

 第１（S） 第２（ＢＢ）第３（LS） 第４（BU&T） 第５（D） 

大分地区 
女性ミーティング 

 

大分市金池南１－５－１ 

ホルトホール大分  １Ｆに会場案内有り！ 

6 月まで 第２・４土曜日１４：００～１５：３０ 

 （D） 

7 月から 第１・３土曜日１４：００～１５：３０ 

    （D） 

グループ名（会場名） 会場名・住所 曜日・時間・内容 

   

 
熊本手取 

 
 

 

 

 

熊本市中央区大江５丁目１－１５ 

熊本市障がい者福祉ｾﾝﾀｰ 希望荘 

（木）１３：００～１４：３０            祝日休 

第１（C）（BU）  第２～第５（０）（TH） 

（土）１３：００～１４：３０ （O）        祝日休 

休止中 

第１、第３（月）１３：００～１４：３０（C）   祝日休  
女性クローズドミーティング                                   

健軍 

熊本市東区健軍３丁目８番３７号        

      カトリック健軍教会 

（火）１９：００～２０：３０（O） 

   第１ ステップ 

休止中（ｒ2.3 月〜） 

熊本市中央区神水１－１４－１         

日本福音ルーテル神水教会神水会館１階１０１室 

（水）１４：３０～１６：００ オープン 

      

熊本宇城 
熊本県宇土市新小路町９６－１ 

   宇土市中央公民館 （市民会館前） 

第１・第３（木）１９：００～２０：００（O）禁煙   祝日休 

城北 

熊本県菊池市隈府 432番地１ 会議室                                                 

      菊池市 菊池老人福祉センター 

(水）１９：００～２０：３０(O) 

オンライン ミーティング  （日）１９：００～２０：３０(O) 

使用アプリ ⇒ LINE  

お問合せは 080-3951-7075 ようこまで 

休止中（ｒ4.2/14〜） 

熊本県菊池市深川４００ たんぽぽ会館                                               

      菊池有働病院 

第１・第３（火）１４：００～１５：００（O） 

熊本県荒尾市万田４７５－１ 

      荒尾有働病院                                    
第４（木）１４：３０～１５：３０（O） 

熊本県荒尾市増永 2800-6 

有明ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ隣り２Ｆセミナー室  ひなた猫 
第１（水） １４：００～１５：３０（O） 

 

 

 
熊本さくら 

熊本県菊池郡大津町大津 1220-1          

    大津町町民交流施設 オークスプラザ 

第１（木）１０：００～１１：００（O） （TH） 

 

オンライン ミーティング  
 

 

第２・３・４・５（木）１９：３０～２０：３０（O） （TH） 

使用アプリ ⇒ LINE  

お問合せは 080-1760-3675 ぴかいち まで 
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【福岡】  - No.1 - 

【熊本】 NO.2  グループ名 会場名・住所 曜日・時間・内容 

なごみ 

休止中（ｒ4.1/15〜） 

熊本市北区武蔵ケ丘７－１－１０３ 

カトリック武蔵ヶ丘教会 ヨハネ館 

（教会御堂左側の小室） 

※オンラインミーティングも併用 

毎週（土）１９：００～２０：３０ （O） ステップ 

※書籍１２&１２を持参してください。お持ちでない方には

グループの書籍をお貸しします。 

※リアル会場と併用してオンラインミーティングも開催致

します。使用アプリケーション⇒Zoom 

ＩＤ: 9860772570   パスコード: 942121 

オンラインミーティング  毎週（土）１９：００～２０：３０ （O） ステップ 

使用アプリ⇒ Zoom 

ＩＤ: 9860772570   パスコード: 942121 

お問合せは 070-2332-0646 Bacchus まで 

※第４(土)は休止中 （ｒ4.8/27〜） 

再開（ｒ5.5/25〜） 

熊本県菊池郡菊陽町 原水 下中野５５８７  

菊陽病院 １階ＯＴ室 

毎月第４（木） １９：００～２０：３０ （O） 

テーマ M 

グループ名（会場名） 会場名・住所 曜日・時間・内容 

福岡サンライズ 

千代診療所（博多区千代５－１１－３８）裏 

千鳥橋病院敷地内 ちどりﾋﾞﾙ３Ｆ会議室 

毎週（火）１９：００～２０：３０（O） テーマＭ 

第１（Ｓ）  第２，４，５（Ｄ）  第３（ＬＳ） 

※建物入り口は 20 時に施錠されます。20 時以降は中から

開けないと入れませんので 20 時以降に来られる方は 090-

9481-1267にご連絡下さい。 

サンライズ東 
福岡市東区和白丘１－２２－２７ 

   福岡市和白地域交流センター 

（コミセンわじろ）  第二和室 

(月)１９：００～２０：３０（O） 

第１ミーティング終了後(ＢＵ)２０：００～２１：００ 他（TH） 

ハーバー 

 

女性クローズドミーティング 

福岡市早良区次郎丸 1丁目１－６  

有田公民館(佐賀銀行裏) 

（火）１９：００～２０：４０（O） テーマＭ 

毎月第１土曜 ビジネス （18：００～21：00）  

休止中（ｒ4.1/26〜） 
福岡市中央区荒戸３－３－３９ 

市民福祉プラザ（ふくふくプラザ） 

（水）１３：００～１６：００    時間変更になりました。 

（女性のみ参加できます） 

いとしま 

福岡県糸島市潤一丁目２２番１号 

健康福祉センター あごら 

（木）１９：００～２０：４０（O） テーマＭ 

第５木曜日 Ｑ＆Ａ・バースディ（Ｏ）  

福岡県糸島市潤一丁目２２番１号 

    健康福祉センター あごら 

第１土曜日 １８：００～２１：００(Ｏ) 

ビジネス 

福岡中央 
福岡市中央区荒戸３－３－３９  

市民福祉プラザ（ふくふくプラザ） 

※電光掲示板をご覧ください 

毎週（水）１８：５５～２０：２５（O） 

第 1（BU・S） 第２（BB） 第３（T・Ｓ） 第４（D） 第５（TM・バ）  

博多新生 
福岡市博多区美野島２－５－３１ 

  美野島カトリック教会（美野島司牧センタ－） 

（日）１８：００～１９：３０（O） 

第１（Ｄ） 第２（Ｓ） 第３（ＬＳ） 第４（Ｔ） 第５（ＢＢ ）  

福岡デイジー 
福岡市東区千早 4 丁目２１番４５号 

   なみきスクエア 

（土）１９：００～２０：４０（Ｏ） 第１（Ｓ）第２（ＢＢ） 

第３（ＬＳ）第４（Ｔ）第５（ビギナーズステップ）  

久留米 
久留米市諏訪野町１８３０－６  

えーるピア久留米 

（土）１０：００～１１：００ （O） テーマ M 

高宮ニューライフ 
福岡市南区高宮４－１０－３４ 

   カトリック高宮教会 

（水）１９：００～２０：４０ 

第１・4水：「今日を新たに」  第 2水：「ビルはこう思う」  

第 3 水：「12＆12」   第 5 水：「BB」 

ウォームス 
福岡市早良区野芥２丁目２５－１３ 

          田隈人権まちづくり館 

 

（金）１９：００～２０：３０（O） 

第１（Ｄ）  第２（ビルはこう思う）  第３（ＬＳ）  

第４（信じるようになった）   第５（ＡＡとは・その他） 

福岡市まいづる 
福岡市中央区舞鶴２－５－１ 

     あいれふ８Ｆ もしくは ９Ｆ 

(電光掲示板をご覧ください。) 

毎週月曜日 １９：００～２０：３０ テーマミーティング（Ｏ） 

※祝・祭日も開いています。（年末年始休） 

ビッグブック福岡 

福岡市博多区山王１－１３－１０ 

     博多市民センター 

毎週木曜日 １８：３０～１９：３０ （Ｏ） 

ビッグブック・ミーティング 

福岡市博多区堅粕１－２３－１ 

博多区人権のまちづくり館 

毎週月曜日 １８：３０～１９：３０ （Ｏ）             

※祝日は博多市民センター（木曜日の会場）にて開催します 

シンプル 

福岡市博多区吉塚５－１７－４０ 

吉塚カトリック教会 

(土)１９：００～２０：３０（Ｏ） 

  

第 1 月曜１９：００～２０：３０ ビジネスミーティング 

オンライン ミーティング 

 

毎週（木）１９：００～２０：３０  使用アプリ⇒ Zoom 

ＩＤ、パスコードのお問合せは KOCO（099-248-0057）まで 

 

福岡メッセージ 

福岡市中央区荒戸３丁目３番３９号 

   福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ） 

（木）１８：３０～１９：１５（Ｏ） （土）１８：３０～１９：３０（Ｏ） 

   ビッグブック・ミーティング  

カルム 
福岡市中央区荒戸３丁目３番３９号 

   福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ） 

（日）１８：３０～２０：００（O） テーマ M 

     

ムナカタ 
福岡県宗像市久原 180番地 

宗像市市民活動交流館（メイトム宗像） 

(金)１９：００～２０：３０（O）テーマ 今日を新たに 

第１金Ｍ終了後(Ｏ) ビジネス 
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【福岡】 No.2  グループ名 会場名・住所 曜日・時間・内容 

黒崎 

八幡西区三ヶ森４－６－１      

中尾市民センター                 

（月）１９：００～２０：３０（Ｏ）  第１（Ｓ） 20:30～BU 

第２・第４（LS）  第３（BB）  第５（TH） 

北九州市八幡西区黒崎３－１５－３ 

八幡西生涯学習センター・黒崎コムシティ 

※（月）祝日のみ左記会場となります。 

部屋番号等は３階の受付でおたずねになるかホワイトボー

ドの案内板でご確認ください。 

新会場 5/10～ 

北九州市若松区浜町１－１－２      

若松中央市民センター                 

第２水曜のみ １９：００～２０：３０（Ｏ）  

（BB） 又は （TH） 

小倉ライラック 

北九州市小倉北区大門１丁目６－４３ 

北九州市立生涯学習総合センター 
（木）１９：００～２０：３０ （Ｏ）    第１（Ｄ）（メダル） 

第２（Ｓ） 第３（T） 第４（BB） 第５（LS） 

（土）１９：００～２０：３０ （Ｏ） （D） 今日を新たに 

小倉南ラベンダー 

北九州市小倉南区北方２丁目１６－１０ 

北九州市立北方市民センター 

（金）１９：００～２０：３０ （Ｏ）                    

第１（Ｓ） 第２（ＢＢ） 第３（Ｄ） 第４（Ｔ） 第５（ＴＨ） 

北九州市小倉北区大門１丁目６－４３ 

北九州市立生涯学習総合センター 

（月）１９：００～２０：３０ （Ｏ）   第１（ＬＳ）２０：００～（BU） 

第２（ＢＯＸ） 第３（S） 第４（ＢＢ） 第５（ＴＨ） 

福岡レズレクト 
福岡市博多区銀天町 3丁目 5-19 

        ウィンフィールド（よろずや） 

（木）１９：００～２０：３０（Ｏ） ※祝祭日は１８：００～１９：３０ 

第 1（ＢＵ＆ＴＨ） 第２（S） 第３（Ｄ） 第４（S） 第５（ＴＨ） 

福岡セレニティ 
福岡市東区千早４－２１－４５ 

福岡市立東市民センター（なみきスクエア） 

（木）１９：３０～２０：３０（Ｏ） 

第１、３～５（ＴＨ） 第２（ＢＵ） 

リカバリー 
北九州市八幡西区若葉１丁目７－１ 

   竹末市民センター 

（火）１９：００～２０：３０（Ｏ） 

八幡メッセージ 
休止中（ｒ4..1 月～） 

北九州市八幡西区筒井４－７ 

カトリック黒崎教会 

（水）１９：００～２０：３０（O） 第 1、3、5 は（Ｃ）第 2、4 は（O） 

第 1（ＢＵ） 第 2（ＢＢ） 第 3（Ｓ）・５（Ｔ） 第 4（Ｄ orバ） 

福岡グレイス 

 

田川市平松町３番３６号 

田川文化センター隣り・田川青少年ホール ２Ｆ 

第３日曜日 １4：００～１６：００ （Ｏ） 

＊BOX916・グレープバイン等を使ったミーティング 

＊スピーカーズ・ミーティング（参加者の中から 1 名：20 分） 

＊広報用ビデオ「HOPE」（希望者がいる場合） 

北九州市小倉北区大手町１１番 4号 

 北九州市男女参画ｾﾝﾀｰ「ムーブ」 

                 ４F ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動室 

第２・第４土曜日（O） 第５土曜日（C） １５：００～１６：３０ 

第２（D/BB）  第４（D/S）  第５（伝統のﾁｪｯｸﾘｽﾄ/BU/T） 

福岡県行橋市大橋１－９－２６  

行橋市中央公民館 ２Ｆ 

（木） １９：００～２０：３０（Ｏ） 

第１（ＢＢ） 第２（ＢＢ） 第３（Ｓ） 第４（Ｓ） 第 5（Ｔ/BU） 

筑豊（出会いの郷） 

 

福岡県田川市大字伊田２５５０－１ 

   田川市民会館 

（水）１９：００～２０：３０ （O） 

第 1（TH） 第 2（S） 第 3（D） 第 4（BB） 第 5（T） 

田川市大字夏吉１４２  

 一本松すずかけ病院内  

（土） １８：３０～１９：３０（Ｏ） 

第 1～5 土曜日(LS)   

 

小倉キー 

北九州市小倉北区大手町 11 番 4号 

   北九州市立男女共同参画センタームーブ 

（日）１８：００～１９：００（Ｏ） 

ビッグブック・ミーティング 

北九州市小倉北区大手町 11 番 4号 

   北九州市立男女共同参画センタームーブ 

 (火)１９：００～２０：３０       

第１(S) 第２（T） 第３（S） 第４（バースデー）(TH) 第５(TH） 

福岡飯塚 

飯塚市新立岩８番１３号   

飯塚市立・立岩交流センター 

(火)１９：００～２０：００ （Ｏ）  

第１(D)  第２(ビルはこう思う)  第３（BB)   

第４(絵で見る 12の伝統)  第５((信じるようになった/メダル) 

田川市大字夏吉１４２  

 一本松すずかけ病院内  

(土)１８：３０～１９：３０（Ｏ） 

   第１週～５週 (LS)  

直方  
福岡県直方市津田町７－２   

        直方中央公民館２F 第２学習室 

5 月～    直方中央公民館３F 和室 

 

（木） 19：00～20：30 （O）  

5 月～ （金） 19：00～20：30 （O）  

原 
福岡市早良区原２丁目５－２ 

   福岡市早良区 原公民館 

（駐車場 5台のみ 最寄りのバス停 原農協前） 

（木）１９：００～２０：３０ （O） 

第１（Ｄ）  第２（ＢＢ）  第３（Ｓ） 第４（Ｔ）   第５（ＴＨ） 

一輪会 
久留米市上津町 2543-1 

   のぞえの丘病院 デイケア棟（ﾕﾘｺｰﾚ） ２F 

（火）１４：３０～１５：１５ （O） 

 

浮き輪 

福岡市早良区百道 2 丁目２－１ 

   福岡市早良市民センター 

（地下鉄「藤崎」駅直結・早良市民センターと早良

区役所に無料駐車場あり） 

（日）１８：３０～２０：００ （O） 

 第１（BB） 第２（D） 第３（TH） 第４（TH） 第５（LS） 

福岡南 
福岡県福岡市南区塩原 2 丁目 8-2 

    福岡南市民センター 

4 月まで 第２・第４土曜日（O） １９：００～２０：００  TH 

5 月～  第１・第３土曜日（O） １９：００～２０：００  TH 

北九州女性ミーティング 

北九州市八幡西区黒崎３－１５－３ 

八幡西生涯学習総合センター 

コムシティー内３階 

（火）１９：００～２０：３０ （C） 

第 1・３ 「ビルはこう思う」使用 ※第 1は 20:00 位～（Ｂ）  

第２・４  「１２のステップ」 使用  

第５    フリー          （女性のみ参加できます） 

 

カナリア女性ミーティング 

              

福岡市博多区銀天町３丁目５－１９ 

ウィンフィールド（やろづや） 

（火）（木）（土） １３：００～１４：３０（O）（女性のみ参加可能） 

ステップ（S）と伝統（T）を 交互にやってます 
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【沖縄】  

 

 

 

【宮崎】  

グループ名（会場名） 会場名・住所 曜日・時間・内容 

首里 
沖縄県那覇市首里崎山町４－６０ 

首里カトリック教会内 信徒会館 

(火)（水）（金）２０：００～２１：３０(C) 

第１火（ＢＵ＆Ｔ）水（ＢＢ）金（Ｓ）最終金曜（Ｏ） 

山原 
沖縄県名護市大中２－１３－１ 

北部福祉保健所 

（金）２０：００～２１：３０ （Ｃ） 

         第１ ビジネス 

キープ・パドリング 

沖縄県中頭郡北谷町吉原１００-３ 

オールソウルズ教会 

(土) ２０：００～２１：３０（C） 

   第３ 土曜 オープン 第１（BU） 

オンラインミーティング (サンデーナイトミーティング) （日） ２１：００～２２：３０ （O）  使用アプリ⇒ Zoom 

ＩＤ: 756 282 0295  パスコード: keepsun 

【備考】 オンラインのハイパーリンクは下記の通り 

https://us02web.zoom.us/j/7562820295?pwd=UENmSkovZWVXeUFwMFMydy9TakVsUT09 

かりゆし  （浦添） 
沖縄県浦添市仲間１－８－１ 

浦添市保健相談センター 

(木)１９：００～２０：３０（C） 祝祭日は休みです   

 第１（ＢＵ） 第２（S） 第３・４（BB） 

       （女性） 
沖縄県浦添市仲間１－８－１ 

浦添市保健相談センター 

（水）１９：００～２０：３０ 祝祭日は休みです 

（女性のみの参加できます） 

コザ 
沖縄市住吉 1 丁目 14 番 29 号 

沖縄市社会福祉センター ２Ｆ  

（木）２０：００～２１：３０ （O） 

なは 

那覇市寄宮２―３２―１ 

真和志庁舎ボランティアサロン 

（木）１９：３０～２1：００  第１月（ＢＵ＆Ｔ） 

   第２・４（S） 第３（BB） 他（オープン/TH）   

那覇市前島 3 丁目１９－８ 

アルプスセンター ２F 

（月）１９：３０～２1：0０  （O）  

でいご 

会場のみ休止中（ｒ4.12 月〜）那覇市与儀 1丁目３－２１ 

那覇市保健所３階 

（日） １８：００～１９：００（Ｃ）（第 4のみ O） 

   第１ Ｔ ＆ ＢＵ            ※敷地内禁煙 

オンライン ミーティング 

 ※会場と併用ではありません。 

（日） １８：００～１９：００（Ｃ）    

【オンライン】ZOOM を使用 

 ミーティング lD:297 182 6478  パスコード:424 146 

南ぬ島（ぱいぬしま） 
沖縄県石垣市真栄里４３８番地 

沖縄県八重山保健所 

（土） １９：００～２０：３０ （O） 

前半：TH 後半：BB 又は S  第１：BU  最終週：ﾊﾞｰｽﾃﾞｨ 

エメラルドグリーン 
              

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根４７６番地 

宮古保健所 

（火） １９：００～２０：００ （O） 

第１：S ＆ BU  第２～第５：TH   最終週：ﾊﾞｰｽﾃﾞｨ 

沖縄ヤングミーティング 

会場のみ休止中（ｒ5.1/28〜）那覇市与儀 1 丁目３－２１ 

那覇市保健所３階多目的 A 

※下記オンラインも併用 

（土） １９：００～２０：００ （O） 

※参加基準は Young at heart（心が若い）ことです。 

具体的な年齢制限は設けていません。 

アルコホーリク以外の方も参加できます。   ※敷地内禁煙 

5/6  会場とオンラインのハイブリット 

 会場： 那覇市保健所３階 健康増進室 

   オンライン： 左記の通り 

5/20 オンラインのみ： 左記の通り 

月 2 回（土）開催 １９：００～２０：００ （Ｏ）  

   使用アプリ⇒ Zoom 

ＩＤ:856 1132 2528    パスコード: 157017 

【備考】 オンラインのハイパーリンクは下記の通り 

https://us02web.zoom.us/j/85611322528?pwd=N0JuZWt3aHhEZExGb1F0aVZBOFBkQT09 

グループ名（会場名） 会場名・住所 曜日・時間・内容 

ひむか 
宮崎県日向市鶴町２－４－１６ 

      日向カトリック教会 

第 1（火）１９：００～２０：００（O） 

              

フェニックス 
※当面の間、県内在住者の方
に限らせていただきます。 

 

宮崎県宮崎市原町２－２２ 

宮崎県福祉総合センター 

（火）１３：００～１５：００（O） 

（土）１９：００～２０：３０（O） 第１： BU 

宮崎県宮崎市原町２－２２ 

宮崎県福祉総合センター 

第２（火）  １１：００～１２：３０ 

 女性クローズドミーティング 

宮崎市恒久南１丁目１１－１ 

南宮崎カトリック教会内１Ｆホール 

（木）１９：００～２０：３０（Ｃ） 

    

都城 

 

宮崎県都城市姫城町１０－７ 

都城市コミュニティセンター  和室 

（火）１９：００～２０：００（C） TH          祝・祭日は休み 

（土）１９：００～２０：００（C）   祝・祭日は休み 

第１：BU 第２：TH 第３：S 第４：T 第５：TH 

日南 
宮崎県日南市木山二丁目４番４４号 

   日南市生涯学習センターまなびピア 

第１・３（金）  １９：００～２０：００（O） TH  祝・祭日は休み 

しゃぼん玉 
宮崎県北諸県郡三股町樺山３４８０－２ 

三股町第一地区公民館 

（月）・（水）１９：００～２０：００ ※(土)は休止中 （ｒ2.7 月〜） 

https://us02web.zoom.us/j/7562820295?pwd=UENmSkovZWVXeUFwMFMydy9TakVsUT09
https://us02web.zoom.us/j/85611322528?pwd=N0JuZWt3aHhEZExGb1F0aVZBOFBkQT09


6 

 
 
 
 
 
【鹿児島】  - No.１ 

グループ名（会場名） 会場名・住所 曜日・時間・内容 

西都 

宮崎県西都市聖陵町２ 

西都市保健センター 

当面は下記会場に変更 

（水）１９：００～２０：００（C）祭日休み    第１： BU 

宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋３００ 

老人福祉館小会議室 

当面の開催会場となります 

（水）１９：００～２０：００（C）          第１： BU 

宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋３００ 

老人福祉館小会議室 

（月）１９：００～２０：００（O） 

  第４（月）のみ ステップ（Ｔ）  

のびょうか 
宮崎県延岡市三ッ瀬町１－１２－４ 

社会福祉センター ２F 研修室２ 

（木）１９：００～２０：３０(Ｏ) 祭日休み 

第 1：TH（終了後 BU） 第 2：ＬＳ 第 3・5：TH 第 4：ＢＢ 

あおぎり 
宮崎県北諸県郡三股町大字長田１２７０ 

大悟病院新病棟４階大ホール     

（日）１３：００～１４：００（Ｏ） 

（月）（木）は１９：００～２０：００（Ｃ） 第１（木）：BU 

グループ名（会場名） 会場名・住所 曜日・時間・内容 

ひおき 
鹿児島県日置市伊集院町下谷口１５２０ 

日本パプテスト伊集院キリスト教会 

(水)１８：５０～１９：５０(Ｃ)  

第１(BU)  不定期でバースデー（O） 

北薩摩 

 

鹿児島県薩摩川内市若松町４－７ 

川内カトリック教会 

（木）１９：００～２０：００（０）  （D） 

※スリッパ(上履き)を持参ください。 

鹿児島県薩摩町宮之城屋地２１１７－１ 

宮之城ひまわり館 

（火）１９：００～２０：００（０）  （D） 

 

出水 
鹿児島県出水市麓町１１－２７ 

出水カトリック教会 

（水）１９：００～２０：００（O） 

南州 

５月まで 鹿児島県鹿児島市下竜尾町 10-30 

たてばば福祉館 

 (水) １８：３０～２０：００（O） 

６月から 鹿児島県鹿児島市山下町１５－１ 

鹿児島市福祉プラザ 

 (水) １８：３０～２０：００（O） 

5/26～ 鹿児島県鹿児島市鴨池２－２２－１８ 

鹿児島市精神保健福祉交流センター（はーとぱーく） 

(金) １０：００～１１：３０（O） 

ニュー鹿児島 

鹿児島市草牟田１－１９－５８ 

更生保護法人 草牟田寮 

（木）1９：３０～２０：３０（Ｏ）      祭日も通常通り 

鹿児島県鹿児島市上荒田町３１－２６ 

ブルースカイ 

（火）１９：００～２０：３０（Ｏ）  

※地区委員会前週の火曜日はﾋﾞｼﾞﾈｽです 

鹿児島県鹿児島市上荒田町３１－２６ 

ブルースカイ  

 （オンライン ミーティングも併用） 

 

 

 

（土）１９：００～２０：３０（Ｏ）オンラインハイブリットミーティング 

    ZOOM ID 935 7292 3696   パスコートﾞ newkago 

※第１：「B.B を聴くﾐｰﾃｨﾝｸﾞ」  

第３：「AAの 3 つのレガシーワークショップ」 

第４：会場から「概念ミーティング 2022-2023」オンライン参

加でハイブリットではありません。 

姶良 
鹿児島県姶良市加治木町本町３９３ 

加治木福祉センター 

（月）（金）１９：００～２０：００（C）   第１金（バースディ） 

地区委員会後の月曜日はビジネスです。 

パッション 
鹿児島県鹿児島市吉野町３１２６－５３ 

吉野カトリック教会 

（月）（金）１９：００～２０：００（Ｏ）  第１金（ビジネス） 

 

串木野 
鹿児島県いちき串木野市高見町１４２ 

串木野カトリック教会 

（月）（水）（金）１９：００～２０：００（Ｏ） 

加世田 
鹿児島県南さつま市加世田川畑２６２７番地１ 

南さつま市総合福祉センター ふれあいかせだ 

（土）１９：００～２０：００（Ｏ） 

鹿屋 

休止中（ｒ4..1 月〜）  

鹿児島県鹿屋市西原町２－２-３ 

西原地区学習センター 

（土）１８：００～１９：００（Ｏ） 

第１土曜日はビジネス＆フリートークです。 

下田 
鹿児島県鹿児島市下田町１７６３ 

森口病院 ３Ｆ 

（月～金） 院内メンバーのみ  第 2・4 火曜日（ビジネス） 

鹿児島ウエルカム 

鹿児島県鹿児島市鴨池２－２２－１８ 

鹿児島市精神保健福祉交流センター（はーとぱーく）  

（木）1９：１５～２０：１５（C） ← （木）は休止中 

第１・第３（日） １９：００～２０：１５ 

鹿児島県鹿児島市小原町８－１ 

谷山病院内 支援センター ひだまり２Ｆ 

（土）１６：００～１７：００（O） 

がらっぱ 
鹿児島県薩摩川内市中郷１丁目１－７ 

中郷病院 旧ＯＴ室 

第１・３(土) １９：００～２０：００（Ｏ）  院内メンバーのみ 
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【鹿児島】 No.2  グループ名 会場名・住所 曜日・時間・内容 

屋久島 

鹿児島県屋久島 

屋久島杉自然館 駐車場 

5 月～10月 日曜日 午前 9 時集合 時間厳守 

◎夏場会場 

鹿児島県屋久島 

春田浜海水浴場 駐車場 

11 月～4月 日曜日 午前 9 時集合 時間厳守 

◎冬場会場 

星 

休止中（ｒ5.5/5〜） 

鹿児島市東谷山２－３３－１３ 

カトリック谷山教会  

（火） １９:００～２０：００ （Ｏ）←（火）は休止中（ｒ4.4/19〜）      

（金） １９:００～２０：００ （Ｏ）←（金）は休止中（ｒ5.5/5〜）  

※第 1 金曜日はビジネスです。 

鹿児島市宇宿７-26-1  

三州脇田丘病院  

第２・４(水) 14:００～15:00 

クローズド（但し状況に応じます。） 

鹿児島県姶良郡湧水町米永 411-1  

      いきいきセンター くりの郷  

第２・４(木) 1９:００～２０:００ 

 

鹿児島県鹿屋市西原町２－２-３ 

西原地区学習センター内和室 

第１・３（土) 1９:００～２０:００ 

 

菜の花          
      

鹿児島県指宿市山川成川２６８５番 

山川図書館 

オンライン ミーティングも併用 

 

第１・３(日) １９：００～２０：００（Ｏ） 

リアル会場と併用して オンラインミーティングも開催 

使用アプリケーション⇒Zoom 

ＩＤ: 972 1704 0721   パスコード: nanohana 

 

オンライン ミーティング 

 

第２・４・５（日）  ２０：００～２１：３０（Ｏ） 

オンラインミーティングのみ 

使用プリケーション⇒Zoom 

ＩＤ: 972 1704 0721   パスコード: nanohana 

てぃだ 

鹿児島県大島郡伊仙町伊仙 1842 

伊仙町中央公民館・小会議室 

（水） １５：３０～１６：３０（Ｏ）  （ＢＢ） 

鹿児島県大島郡徳之島町亀津２９１８ 

徳之島町生涯学習ｾﾝﾀｰ・工作室 

（土） １５：００～１６：００（Ｏ）  （LS） 

  

与論島 
鹿児島県大島郡与論町茶花９１３番地１ 

NPO法人 あんどぅる事務所 

（水） １６：４５～１７：４５（Ｏ） （TH） 

 

鹿児島ヤングミーティング 

鹿児島県鹿児島市武２丁目２８－７ 

武福祉館 ２F 洋室 

（金） １９：００～２０：３０（Ｃ） 

  ※４０才以下のダブルクローズドミーティング。 

  ※第 2、第 4(金)はオープンミーティングです。 


