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【事業所概要】

【対象障がい種別】（◎主たる対象　〇対象　△相談に応じます　×対応できません）

【支援内容】

【送迎】

【入浴】

【昼食】

生活介護

るぴなす

住所

869-0311

玉名郡玉東町二俣72

営業日 営業時間（利用時間）

火曜日～土曜日 9:00～16:00

平成8年4月1日電話 0968-84-7858 FAX 0968-84-7858 開所日

定員 利用可能な障害支援区分

6 名 区分3（50歳以上は区分2）以上

メールアドレス  lupinusu@helen.ocn.ne.jp

ホームページ 　 http://blog.livedoor.jp/lupinasu2/

併設事業 就労継続支援B型

有の場合 範囲 玉名市・玉東町

有の場合

有

内容

排泄及び食事の介助
日常生活支援援助
健康管理
軽作業や創作活動の機会の提供

難病

〇 ◎ 〇 〇 〇 △

身体 知的 精神 発達 高次脳機能

料金 20円/㎞ 備考 上記以外にお住まいの方でもご相談下さい。

料金 備考

時間

有

有の場合 料金 300円 備考



【アクセス】

電車　　　　ＪＲ木葉駅より徒歩７分

産交バス　木葉駅前より徒歩７分

駐車場もありますので　車でもどうぞ！

季節ごとの行事を企画して、レクリェーションをしたり、

バス旅行にも出かけます。商品のラベル貼りや配達、内職

などの軽作業も行います。

畑での野菜作りや収穫も楽しみです♪

✿ 創作活動にも意欲的に取り組んでいます。

絵を描いたり、織物（さをり織り）をしたり、手芸・習

字・調理・音楽・ダンスなど…一人ひとりの自己表現の

場となり、みんな豊かな個性をのびのびと発揮して毎日

を楽しく過ごしています。

✿ 個々の状況や体力など それぞれのペースに合わせ

た利用が可能です。

通所することで生活のリズムを整えたり、地域のなかで

自分の居場所を作り 安心して暮らすことが、社会参加

へのステップにもつながります。

いろいろな体験や日中活動を通して、地域で生活するた

めの能力や健康の維持向上を支援します。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊



〒

【事業所概要】

【対象障がい種別】（◎主たる対象　〇対象　△相談に応じます　×対応できません）

【支援内容】

【送迎】

【入浴】

【昼食】

但し低所得者の軽減措置が適用される方は1食350円。

料金 備考 片道10km未満2,500円/月　10km以上20km未満3,500円　20km以上5,000円

有

料金 0円 備考

時間

有

有の場合 料金 600円 備考

有

内容

・入浴、排せつ又は食事等の介護
・創作的活動及び生産活動の機会の提供
・その他身体機能及び生活能力向上のために必要な援助
・一定期間利用がなかった場合に当該利用者の居宅を訪問して行う相談援助

難病

〇 ◎ 〇 △ △ △

身体 知的 精神 発達 高次脳機能

有の場合 範囲 荒尾市・長洲町の全域及び玉名市の一部（旧天水町、玉東町を除く）

有の場合

毎週火曜日（午前…女性、午後…男性）

 himawarinosato1@yahoo.co.jp

ホームページ 　 http://himawarinosato.ec-net.jp/

併設事業 就労継続支援B型、放課後等デイサービス

営業日 営業時間（利用時間）

月曜日～土曜日（年末年始を除く） 9:00～16:00

平成22年10月1日電話 0968-78-0589 FAX 0968-85-7755 開所日

定員 利用可能な障害支援区分

17 名

メールアドレス

生活介護

自立支援センター　ひまわりの里

社会福祉法人　濵友会

住所

869-0105

玉名郡長洲町清源寺3246番地



【アクセス】

長洲駅より車で5分

環境について

施設建物の一部屋で活動を行っています。
作業の時は利用者様と職員が同じテーブルを囲
み一緒に作業活動や訓練活動を行っています。

スケジュールについて

9：00～ 送迎着・来所
9：10～ ラジオ体操
9：15～ バイタルチェック
9：40～ 作業活動・訓練活動・ウォーキング
10：45～ 休憩時間（トイレ誘導など）
11：00～ 作業活動・訓練活動・ウォーキング
12：00～ 昼食
13：00～ 作業活動・訓練活動
14：15～ 休憩時間（トイレ誘導など）
14：30～ 余暇活動、はみがき支援
15：30～ 介護終礼
15：40～ 掃除（介護作業室・食堂）
15：50～ 全体終礼
16：00～ 送迎・帰宅

※毎週火曜日入浴支援

活動について

生活介護では利用者様が取り組まれた活動（作業活動・訓練活動）に対して
工賃を支払っています。
活動内容は、下請け作業（らっかさん製作、鯉のエサ作り、ネジの組み立て）、
訓練活動（色分け、ボールペン組立て、絵合わせ、パズル）、生活支援活動
（食事、入浴、排泄、歯みがき、整容等）、余暇・屋外活動（カラオケ、散歩、
ウォーキング等）です。

余暇活動

ひまわり畑にて

プロレス観戦



〒

【事業所概要】

【対象障がい種別】（◎主たる対象　〇対象　△相談に応じます　×対応できません）

【支援内容】

【送迎】

【入浴】

【昼食】

生活介護

通所施設「なかま」

社会福祉法人臼間会

住所

861-0822

熊本県玉名郡南関町大字上坂下785-4

営業日 営業時間（利用時間）

原則として月曜日～金曜日 8:00～17:00（9:30～15:30）

平成24年6月1日電話 0968-53-9126 FAX 0968-53-8460 開所日

定員 利用可能な障害支援区分

10 名 区分3（50歳以上は区分2）以上

メールアドレス  uy3hhn@usuma.org

ホームページ 　 http://www.usuma.org

併設事業 　施設入所支援（障がい児・者）、自立訓練（生活訓練）、就労継続支援B型、短期入所、
　日中一時支援、共同生活援助、相談支援

有の場合 範囲 南関町、和水町、玉名市、荒尾市、大牟田市

有の場合

有

内容

食事の提供　(管理栄養士が常勤します。)
健康管理　(看護師が常勤します。)
排泄支援　衛生面での介護
生産活動の機会提供　(企業提携作業　農作業　工賃があります。)

難病

△ ◎ △ 〇 〇 △

身体 知的 精神 発達 高次脳機能

お弁当持参も可能です。

料金 0円 備考 上記以外にお住まいの方でもご相談ください。

無

料金 備考 必要な場合は相談に応じます。

時間

有

有の場合 料金 200円 備考



【アクセス】

　看護師が常勤します。急な様態の変化にも対応できます。
薬の管理も支援員が行います。体の具合が悪いことを訴え
られない人もいます。いつもと様子が違う時は特に注意して
います。

　挨拶や返事も心がけます。皆で気持ち良く活動するために
一般的なルールなども学びます。

　作業の他にレクリエーションもあります。夏祭りや運動会、
クリスマス会をしています。家族のみんなや地元の皆さんと
一緒に楽しんでいます。スポーツ大会への参加やカラオケ
もあります。

　通所のみんなで旅行にも行きます。フェリーに乗って島原
へ行きました。温泉旅館で一泊です。皆で旅芸人のお芝居
を楽しみます。飛び入りで一緒に踊ってとても盛り上がりま
した。他にも阿蘇や熊本城にも行きました。

私たちの事業所は南関町の静かな山里にあります。自宅や
グループホームから約30名の利用者の方がこられています。

　送迎サービスも利用できます。朝は9時30分より活動して
います。１５時３０分に活動が終わります。

　生活介護の皆さんも出来るだけ生産活動を行っています。
内容は近隣の企業から請け負っている自動車部品の組み立
てなどの室内作業です。最初はなかなかうまくいきませんが
他の仲間と一緒だと出来るようになります。

　農作業もしています。花壇作りをしたり、野菜を育てたりし
ています。野菜畑は自分たちで草取りをします。出来るだけ
自分の体を動かしてするように心がけています。収穫はとて
も楽しみです。工賃も作業量に応じて全員もらってます。

　管理栄養士さんのもと調理されたお昼ご飯を食べています。
暖かいし、なかまの野菜も使っていてとてもおいしいです。
毎週火曜日は麺類の日です。バラエティー豊かです。誕生会
はケーキも付きごちそうです。

ゲームセンターにて

花壇つくり

生活介護棟

玉名駅より 10.5㎞ 車で15分

菊水インターより 7.5㎞ 車で13分

南関インターより 9㎞ 車で18分

《公共交通機関》

玉名南関線【産交バス】

陽光学園前下車 徒歩10分



〒

【事業所概要】

【対象障がい種別】（◎主たる対象　〇対象　△相談に応じます　×対応できません）

【支援内容】

【送迎】

【入浴】

【昼食】

生活介護

多機能型事業所「銀河ステーション」

社会福祉法人青いりんごの会

住所

865-0136

熊本県玉名郡和水町江田10-1

営業日 営業時間（利用時間）

月曜日～金曜日及び事業所の指定した日とする。
（ただし、12月30日～1月3日を除く。） 9:00～15:00

平成10年6月1日電話 0968-86-5557 FAX 0968-86-5558 開所日

定員 利用可能な障害支援区分

26 名 区分3（50歳以上は区分2）以上

メールアドレス  ginga@hyper.ocn.ne.jp

ホームページ 　 http://ginga-station.com

併設事業 ・共同生活援助(グループホーム）事業　・相談支援事業
・就労継続支援B型事業　(熊本市北区植木町：ママスパパス　℡096-273-0088）

有の場合 範囲 　和水町、熊本市北区(植木町）、玉名市、荒尾市、山鹿市、南関町、玉東町、長洲町、その他

有の場合

有

内容

◎生活介護プログラムに基づいたサービス提供を行います。
・軽作業等の生産活動
①パン・ラスク・クッキー等の食品の製造・梱包・販売等　　②陶芸の製作・販売等　　③絵画、クラフト活動
・生活等に関する活動(洗濯や整容、公共交通機関利用、運動プログラムなど）の機会を提供します。
※重度重複障がいのグループは、介護を中心とした支援を行います。

難病

〇 ◎ 〇 △ △ △

身体 知的 精神 発達 高次脳機能

　※食事提供体制加算対象者については、
　　食材料費のみの負担とし、1日当たり230円です。

料金 0円 備考 　※送迎加算にて対応

無

料金 備考

時間

有

有の場合 料金 650円 備考



【アクセス】

・和水町役場より　徒歩5分

・最寄り目印 … 肥後銀行　菊水支店裏手

最寄りのバス停　（九州産交：江田バス停）

生活介護事業所

「銀河ステーション」

銀河ステーション生活介護では、一人一人にあったプログラムで生産活動や
日中生活支援、介護等を行っています。

○銀河ステーション生活介護「きらら」

では、生産活動であるパン､ラスク､クッ

キーの製造・外部販売を中心に、本人の

ペースに合った日中生活支援を行ってい

ます。その他、クラフト活動（絵画・陶

芸等）や 健康プログラム、年一回の社

会体験旅行なども行っています。また、

周辺地域の清掃活動やイベントでのパン

販売なども行い、地域の方々との交流も

行っています。

○重度重複障がいのある方々のグループ

「ソレイユ」では、福祉機器を使ってクッ

キーや紙すき、野点、園芸などの活動、

調理実習、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝなど様々

な活動を行っています。

※利用手続きや作業内容やその他詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

○熊本市北区植木町で「就労継続支援B型」

を行っています。



〒

【事業所概要】

【対象障がい種別】（◎主たる対象　〇対象　△相談に応じます　×対応できません）

【支援内容】

【送迎】

【入浴】

【昼食】

生活介護

精粋園　生活介護事業

社会福祉法人　誠和会

住所

865-0132

玉名郡和水町萩原1172

営業日 営業時間（利用時間）

月曜日～金曜日 9:00～15:30

昭和55年6月1日電話 0968-86-4355 FAX 0968-75-6015 開所日

定員 利用可能な障害支援区分

60 名

メールアドレス  seiwa@ked.biglobe.ne.jp

ホームページ  http://www.seiwa-seisui.com/

併設事業 施設入所支援、短期入所、日中一時支援

有の場合 範囲 荒尾市・玉名郡市の全域、熊本市北区植木町、山鹿市の一部

有の場合

原則として、月曜日・水曜日・金曜日の３回（9:00～15:30の間）

有

内容

・入浴支援　、排泄支援　、食事支援
・音楽、体育、情操、作業（紙箱作り、リサイクル）等
・個別支援（お一人お一人に合わせて、おしゃれや外出等の支援を行なっています。）
・一定期間利用が無かった場合に当該利用者の居室を訪問して行う相談援助

難病

△ ◎ △ △ △ △

身体 知的 精神 発達 高次脳機能

食事提供加算対象者は200円自己負担。

料金 無料 備考

有

料金 100円 備考 希望によりその他の曜日も対応可能です。

時間

有

有の場合 料金 500円 備考



【アクセス】

菊水ICより　車で約12分

植木ICより　車で約16分

⚫ ご自宅まで送迎を行ない、安心してご利用して頂けます。

⚫ 送迎車は、軽自動車からワゴン車、介護車と充実してお

り、ご利用者様に合わせた送迎を行なっております。

⚫ 日中活動では、軽作業などの生産活動や創作活動の機会

を提供しています。

☆作業活動

(お菓子の箱作り、リサイクル、清掃活動等)

☆体育活動

(ウォーキングに出掛けたり､ボール使用した運動等)

☆音楽活動

(発生練習、合唱、楽器演奏等）

☆情操活動

(DVD鑑賞、ピクニック、調理実習等)

☆レクリエーション

(ドライブ、カラオケ、ゲーム等)

⚫ 食事は、栄養士の管理の下、バランスのとれた美味しい

食事が提供されます。

⚫ 平日は看護師が常駐しており、急病の際も迅速に対応致

します。

⚫ 主な年間行事 4月～花見バーベキュー

⚫ ６月～開園記念食事会

⚫ ９月～秋のお楽しみ旅行

⚫ １１月～せいすい秋祭り

⚫ ３月～レクリエーション大会

作業活動場所

（お菓子の箱作り）

園庭にて

花見バーベキュー



〒

【事業所概要】

【対象障がい種別】（◎主たる対象　〇対象　△相談に応じます　×対応できません）

【支援内容】

【送迎】

【入浴】

【昼食】

食事提供加算対象者は200円自己負担。

料金 無料 備考

有

料金 100円 備考 希望によりその他の曜日も対応可能です。

時間

有

有の場合 料金 500円 備考

有

内容

・入浴支援　、排泄支援　、食事支援
・作業、体育、機能訓練、情操、レクリエーション等
・個別支援（お一人お一人に合わせて、おしゃれや外出等の支援を行なっています。）
・一定期間利用が無かった場合に当該利用者の居室を訪問して行う相談援助

難病

△ ◎ △ △ △ △

身体 知的 精神 発達 高次脳機能

有の場合 範囲 荒尾市・玉名郡市の全域、熊本市北区植木町、山鹿市の一部

有の場合

原則として、月曜日・水曜日・金曜日の3回（9:00～15:30の間）

 seisui@magma.jp

ホームページ 　 http://www.seiwa-seisui.com/

併設事業 児童発達支援、放課後等デイサービス、相談支援、共同生活援助事業

営業日 営業時間（利用時間）

月曜日～金曜日 9:30～15:30

令和2年4月1日電話 0968-75-8350 FAX 0968-75-8355 開所日

定員 利用可能な障害支援区分

20 名

メールアドレス

生活介護

生活介護事業所　クレヨン

社会福祉法人　誠和会

住所

865-0136

玉名郡和水町江田3103番地1
生活介護事業所クレヨン 全体写真



【アクセス】

菊水ICより　車で約10分

植木ICより　車で約20分

⚫ ご自宅まで送迎を行ない、安心してご利用して

頂けます。

⚫ 送迎車は、軽自動車からワゴン車、介護車と充

実しており、ご利用者様に合わせた送迎を行

なっております。

⚫ 日中活動では、軽作業などの生産活動や創作活

動の機会を提供しています。

☆作業活動

(RTD６缶パック・ビール袋折り、ゴミ袋折り等)

☆体育活動

(公園等でのウォーキング､ボール使用した運動等)

☆機能訓練

(ストレッチ、リズム体操、ダンス、嚥下体操等）

☆情操活動

(DVD鑑賞、壁面作成、ちぎり絵、調理実習等)

☆レクリエーション

(ドライブ、カラオケ、ゲーム等)

⚫ 食事は、栄養士の管理の下、バランスのとれた

美味しい食事が提供されます。

⚫ 看護師が常駐しており、急病の際も迅速に対応

致します。


