１

精神障がい者地域家族会
グループの名称

グループの概要

活動内容など

活動場所

連絡先等

宮崎市はまゆう家族の会

（１）月例会：情報交換、勉強会、語り合い
統合失調症など、精神障がい者を （２）宮崎市自立支援協議会参加
家族にもつ方
（３）宮崎県精神福祉連合会活動（講演会開催など）
（４）講演会、研修会等の開催

代表者：國分哲郎
月例会は、原則宮崎市
〒880-0930 宮崎市花山手東3丁目5-7
民プラザ3階会議室
ＴＥＬ：0985-59－6055
コーナーで毎月第3日
ＦＡＸ：0985-59－6055
曜日に開催
E-mail：t-kokubu@amber.plala.or.jp

精神障がい者都城地域
太陽家族会

精神障がいを持たれている方、精 定期的に講師の先生を呼んでの勉強会
神障がいを持たれている方を支え 料理教室、食事会
る家族や地域の方など
電話相談

都城市内

その他

設立年月日：平成11年9月23日
会員数：25名

代表者：菊池智徳
〒885-0093 都城市志比田町5641-6
ＴＥＬ：0986-24-7023
ＦＡＸ：0986-24-7034

会員数：22名

城山家族会

社会適応訓練を実施し社会的自立 障がい者の家族との相互の親睦を図り、福祉と友愛に満
や社会復帰を促進することを目的 ちた環境の充実を図ることを目的に、常に地域と共に活
にしています
動参加して交流しています

代表者：日高明美
〒882-0803 延岡市大貫町5丁目1736番地
ＴＥＬ：0982-31-5337
ＦＡＸ：0982-31-5378
E-mail：siro-ose@ma.wainet.ne.jp
HP：http://www.wainet.ne.jp/siro-ose/

設立年月日：平成2年6月

日南あさがお会

当事者およびその家族を見守る
定例会、絵画教室、遠足、ボウリング、料理教室、ミニ 日南ふれあい健やか
「あさがお」のような存在を目ざ
バレー、もちつき等を月に1回の割合で実施している
センター
して活動

代表者：川畑貞利
問合せ先：日南市障害者憩いの間運営協議会
〒889-2533 日南市大字星倉5993番地9
ＴＥＬ：0987-22-2747
ＦＡＸ：0987-22-2747

設立年月日：平成4年8月5日
会員数：8家族19名

つくし会

当事者と家族

勉強会、調理実習、まつり出品のための作品づくり

日南市南郷健康福祉
センター

〒887-0021 日南市中央通1-1-2
事務局：日南市障害者憩いの間運営協議会
ＴＥＬ：0987-22-2747
ＦＡＸ：0987-22-2747

設立年月日：平成元年
会員数：12名

小林こすもす家族会

平成８年に精神障がい者の中で
「統合失調症」を家族に持つ家族
が主体となって出来た家族会で
す。平成１２年６月に小林市内に
「菜の花作業所」を開設し、平成
１９年４月から「NPO法人西諸
地域活動センター」として、地域
の精神障がい者の自立支援の活動
を行っています

精神障がい者の社会生活支援活動は他の身体・知的障が
い者と比べても立ち遅れており、公的機関の職員の理解
度も他県に比べて希少である事から、一人でも多くの
方々に偏見と閉鎖的な風潮を見直して頂けるような活動
に取り組んでいます。
又、小林保健所健康づくり課の協力を得て、啓発活動や
会議等を通して家族の不安や悩みの受け皿となる努力を
行っております

問合せ先：菜の花作業所
ＴＥＬ：0984-23-6090
主に菜の花作業所を中 ＦＡＸ：0984-23-6090
心に他の作業所や県外 E-mail：nanohana_wks@ybb.ne.jp
との交流を行っていま
す
・H28年７月～会長（南郷）
080－6423－5858
・平成29年度 宮崎県精神福祉連合会理事

串間市よつば会

毎月第１月曜日（午後）
精神障害者家族、賛助会員、行事
勉強会、他の家族会（つくし会、あさがお会）との交流
によっては当事者、行政職員も参
串間、日南（南郷）
会
加する
串間三障害の交流会（あおぞら広場、年３回）

代表者：門川富義（会長）
〒888-0001 串間市大字西方6781-1
問合せ先：地域生活支援センターWing
〒888-0001 串間市大字西方5602
ＴＥＬ：0987-71-1578
ＦＡＸ：0987-71-1579

平成２９年度１２月現在６名

設立年月日：昭和63年
会員数：13名
賛助会員：5名

精神障がい者家族が集まり、定例
交流会や研修等行っている
えびの市精神障がい者
ひかり家族会

〒889-4212 えびの市大字栗下1292番地
精神障がいへの理解のための研修会や悩みや体験等の情
えびの市保健センター 事務局：えびの市役所 健康保険課
毎月１回、えびの市図書館でコー 報交換などを行う交流会、また当事者とともに地域住民
等
TEL：0984-35-1116
ヒーサービスを行っている
への障がい理解への啓発活動などをおこなっている
FAX：0984-35-0401
（H29）※H30年度以降は未定

設立年月日：平成7年
会員数：8名

グループの名称

グループの概要

活動内容など

活動場所

連絡先等
代表者：桒畑貴志
北諸県郡三股町大字樺山3066-1
問合せ先：NPO法人さつき福祉作業所内
さつき家族会
ＴＥＬ：0986-36-4777
ＦＡＸ：0986-36-4767

その他

三股町障がい児・者連絡
協議会 精神部会
さつき家族会

精神保健福祉に関わる知識の普及啓発
精神障がい者またはその家族また
会員相互の交流を深めるための活動
は賛同する者
関係病院並びに諸団体との連絡調整

高原町精神障害者家族会
「あじさい会」

精神障がい者とその家族

くにとみ
樫の木家族会

国富町在住の精神障害等を持つ本 総会時に交流会を行い、レクリエーション（外出）、
人及び家族
精神保健福祉大会等への参加

代表者：高見元（H2９会長）
事務局：国富町福祉課
〒880-1192 国富町大字本庄4800
ＴＥＬ：0985-75-9403
ＦＡＸ：0985-75-9400

設立年月日：昭和53年4月1日
会員数：1４名

綾もりの会

NPO法人ほとくり会綾ほとくり
作業所に通所している家族

問合せ先：NPO法人ほとくり会
（電話での問い合わせを）
ＴＥＬ：0985-77-0559
ＦＡＸ：0985-77-0559
E-mail：hotokuri@river.ocn.ne.jp

設立年月日：平成23年3月1日
会員数：10名

高鍋町もくせい会

・当事者との交流会（レクリエーション、グランド
精神障がい者家族（親、兄弟等）
ゴルフ、調理実習等）
の会
・研修や講演会への参加
・情報交換
等

代表者：野瀬照子
問合せ先：高鍋町役場福祉課
ＴＥＬ：0983-26-2009

設立年月日：昭和53年4月10日
会員数：８名
（正会員４名、賛助会員４名）

新富町精神障がい者
福祉会 ふたば会

当事者、家族及びボランティア

代表者：清岩男
①地域にこにこ交流会：毎月第4土曜日午前中
①新富町体育館
〒889-1493 新富町大字上富田7491番地
地域の方とレクスポーツで交流(都合により中止あり)
②こころの駅ハッピー 問合せ先：新富町役場福祉課
②家族茶話会：2ヵ月に1回お茶を飲みながら
パーク
ＴＥＬ：0983-33-6382
おしゃべりや勉強会をしています
ＦＡＸ：0983-33-4862

川南町
精神障害者福祉会

精神障害者家族・患者

・患者家族の交流をはかる
・スポーツ大会、研修会等への参加

いちょう会デイケア

精神障害をかかえながらも地域で 小物作り、グランドゴルフその他野外活動、施設研修、 都農町健康管理セン
生活されている当事者とその家族 スポーツ大会への出場、四季の行事など
ター、町外施設

特定非営利活動法人
宮崎県精神福祉連合会

（1）精神障がいに関する正しい知識の普及と会員交流
を促す活動
・定期総会・学習会・スポーツレクリエーション交流
会など
・広報紙（みやせいれん）年４回発行
宮崎県内全域
宮崎県内の精神障がい者家族会の
代表者：理事長 立本久子
（２）家族会の結成と育成、援助に関する活動
理事会は原則毎月１回
連合組織
理事長自宅：0985-29-6816
・地域家族会と情報・意見交換する交流会など
開催
（３）精神障がい者の人権社会復帰、福祉向上のための
活動
・宮崎県知事宛予算要望書提出、担当部長らと面談意
見交換など

三股町

昭和56年5月

〒889-4492 高原町大字西麓899番地
主に
当事者と民生委員数名でレクリエーション等の活動を年
高原町役場町民福祉課
総合保健福祉センター
５～６回行う
ＴＥＬ：0984-42-1067
ほほえみ館
ＦＡＸ：0984-42-4623

精神保健福祉士や専門医師を招いての家族研修会の実施 綾ほとくり作業所

高鍋町役場等

障がい者福祉係

川南町保健センター
川南町保健センター他 ＴＥＬ：0983-27-8009
ＦＡＸ：0983-21-3057
〒889-1201 児湯郡都農町大字川北5164番地
問合せ先：都農町健康管理センター
ＴＥＬ：0983-25-1008
ＦＡＸ：0983-25-1139
HP：http://www.town.tsuno.miyazaki.jp/

設立年月日：1979年
会員数：37名

設立年月日：昭和53年4月1日
会員数：12名

設立年月日：平成2年
会員数：家族会1名、デイケア生5名

設立年月日：平成18年12月25日

２

精神障がい者当事者の会
グループの名称

仲間の会

グループの概要

参加対象者は精神障害者当事者

活動内容など

活動場所

・第2､4月曜日10:00～14:30
カラオケやグランドゴルフ、調理実習など
・第1､3木曜日13:00～14:30
延岡地域活動支援
フリートーク中心の活動
センターみなと
※行事の都合により、変更する場合もある
・延岡地域「ハートフルスポーツ大会」「こころのコン
サート」、県障がい者スポーツ大会に参加

連絡先等

〒882-0812 延岡市愛宕町2丁目4-1
問合せ先：延岡市地域活動支援センターみなと
TEL：0982-31-3710
FAX：0982-31-3715

エンジョイ・アクション

毎月第3土曜日に集合し、4ヵ月に1回の割合で、メン
延岡市近辺の在宅生活を送ってい
バー間で立てた計画に沿って交流や余暇を楽しむ
る精神障がい者
（カラオケ、スポーツ、食事会など）

問合せ先：九州保健福祉大学社会福祉学部
各月で異なる
黒須依子
（ボウリング場、カラ
TEL：0982-23-5660
オケ館、レストラン
FAX：0982-23-5660
など）
※電話かFAXで黒須までお問い合わせください

県南・スパローズ

日南市・串間市にくらすピアサ
ポーターが、自ら運営・活動を通
して、自らをエンパワメントし、
仲間を支援していきながら、障が
いのある人もない人も、居心地の
いいまちづくりを目的とした会で
す

・相互に理解や交流を深める研修会
（仲間づくりのチカラ）等への派遣
・ピアサポートに関する広報啓発活動
・ピアサポート体験（養成）講座の開催
・スキルアップのための研修等への参加・派遣
・ピアサポーター業務など

代表者：吉平有希
地域活動支援センター
問合せ先：事務局 地域活動支援センター和み
和み、地域生活支援セ
〒887-0034 日南市大字風田3861番地
ンターwing
TEL：0987-31-0567

当事者会「ゆうあい会」

精神障がい者の当事者

年間計画をたて、レクリエーション、料理、手芸、研修
小林市内他
会参加など

串間市
精神障がい者当事者会
芽立ちの会

精神障がい者及びその他障がい者

毎月第2日曜日に地域生活支援センターWingでミー
ティングと日中活動を行っています

その他

設立年月日：平成16年5月14日
会員数：8名

設立年月日：平成17年9月
会員数：6名
※メンバー募集中です。
活動費自己負担で体験参加も可能。
エンジョイ・アクション参加に興味あ
る延岡市内在住の精神障がいを抱える方
は、問い合わせ先（九州保健福祉大学
黒須）まで連絡をお願い致します

〒886-0007 小林市真方89-1
問合せ先：小林市健康推進課
TEL：0984-23-0323
FAX：0984-23-0325

代表者：渡邉信治
〒888-0001 串間市大字西方5602
問合せ先：医療法人十善会地域生活支援センター
地域生活支援センター
Wing
Wing
TEL：0987-71-1578
FAX：0987-71-1579
E-mail：center-wing@aurora.ocn.ne.jp

設立年月日：平成14年
会員数：15名

３

発達障害等に関する当事者及び家族の会
グループの名称

「ほっぺ」障がい児
父母の会

グループの概要
○発達障がい、知的障がい、肢体
不自由等の障がいをもつ親子の活
動の場。
○保護者同士、兄弟児同士の繋が
りを持つ場。
障がい児を持つ親は、通院・訓
練など目まぐるしい日常生活の中
で、常に子どもと行動を共にして
いるにもかかわらず、実際には子
どもと向き合う時間が十分にとれ
ていない現状があります。そのた
め子どもの気持ちを汲み取れず、
ストレスを感じている親も少なく
ありません。しかし、コミュニ
ケーションをとることが難しい子
どもとの関わりや、興味を引き出
すための工夫、また日常生活の姿
勢や食事などのちょっとした工夫
が発見できれば、もっと楽しい子
育てができるはず！と考えた親が
集まってできた会が「ほっぺ」で
す。

宮崎LD発達障がい親の会
発達障がいの子どもを持つ親
「フレンド」

活動内容など

活動場所

○第１土曜日…音楽あそび
○第２土曜日…みんなでお出かけ（海水浴・プール・み
代表者：山元雅子
音楽あそび…宮崎市福
かん狩り・動物園・水族館・クッキングなど兄弟児も楽
〒880-0823 宮崎市北権現町110-33
祉保健センター内、そ
しめる活動）
電話：090-9653-3234
の他
○年１回…子育て講座、ホースセラピー、クリスマス会
E-mail：mutsu@healthcare.co.jp
○不定期…お母さん達のおしゃべり会

その他

設立 平成１９年４月１日
会員数 ３０名
※Facebookにて活動掲載しています。

親同士の情報交換、理解者を増やす啓蒙活動

定例会
・宮崎市（第４土曜日）
・小林市（第２土曜日）
・門川町（第３土曜日）
☆開催場所につきまして
はHPより問合せ下さい

・当事者会（2月に1回のペースで、入会した会員のみ
で行う会合）
・交流会（2月に1回のペースで、会員以外の方も参加
して交流会を行う会合）
・勉強会（年3回のペースで、当事者も含む講師を迎え
て、勉強するとともに、会員以外の方も参加して、普及
啓発する会合）

代表者：林典生（南九州大学環境園芸学部 専任講師）
〒885-0035
都城市立野町3764-1南九州大学内（林典生宛）
設立年月日：平成25年4月21日
都城市内（南九州大学 TEL：090-1159-8741（林携帯電話）
会員数：12名
都城キャンパス等）や E-mail：nhayashi@nankyudai.ac.jp
その他：
宮崎市内の様々な会場 問合せ方法：郵便物を確実に届けたい場合は、必ず
正会員・個人賛助会員 年2,000円
にて実施
「南九州大学 林典生」と宛名を書いてください。な
団体賛助会員 年5,000円
お、郵便物以外は大学にかけず、直接、林の携帯電話
あるいはE-mailでお願いします。※交流会・勉強会に
ついては他団体HPに掲載あり

成人発達しょうがい
当事者会
「a tempo(アテンポ)」

20歳以上の発達しょうがい当事
者が入会でき、当事者の方々の語
りを聴きあい情報交換するととも
に、当事者以外の方々も参加する
交流会や勉強会を開催すること
で、普及啓発を行っている

日向発達サポート研究会
「オーシャンズ」

発達障がい者（児）をもつ家族、
発達障がい等の家族、教育関係者、福祉関係者の会で
教育関係者、福祉関係者、当事者
す。活動内容は、それぞれの立場からの話題提供、近況 日向市内
のグループ（理解、啓発、連携に
報告、障がい等についての勉強会を行っています。
ついてが主の目的です）

キャンパス☆きっず

発達障がい児・者

親の会

連絡先等

定例会（毎月第2金曜日19：00～）
勉強会、相談や情報提供など

代表者：小川るみ子
TEL：080-2796-2898
HP：http://ldfriend.com

設立年月日：平成6年
会員数：約40名

代表者：笠原由美
TEL：080-2719-8356

障がい児・者地域コ
代表者：石井恭子
ミュニティ あかとん 問合せ先：高鍋町健康づくりセンター
ぼ
TEL：0983-23-2323
代表者：会長 児玉真弥
〒884-0002 高鍋町大字北高鍋2627
問合せ・連絡先：事務局 蓑毛美奈子
TEL：0983-23-2703
FAX：0983-23-2703
E-mail：asjmiyazaki@gmail.com

宮崎県自閉症協会

自閉症およびその周辺障がいの親 学習会や茶話会、レクリエーション、キャンプ、講演
や当事者の会です
会、啓発活動

スマイルクラブ

・保護者のおしゃべり茶話会：毎月1回程度
【内容】日常生活の困り感や工夫・学校との関わり方・
電話（代表・辛島）：090-7155-0917
学習、受験について・子育てに生かせるアロマ講座、マ
宮崎市民活動センター ＨＰ：http://smileclub2525.com/
診断があってもなくても、子育て マのリラクゼーションアロマ
宮崎市男女共同参画セ E-mail：info@smileclub2525.com
に困り感を持つ親子・支援者
・勉強会：年2-3回
ンター パレット
住所：宮崎市橘通西1丁目1番2号 宮崎市民活動セン
【内容】発達障がいについて・特別支援教育について、
ター3階
サポートブックについて
・個別相談：随時・予約制

設立年月日：平成17年10月
会員数：15名

設立年月日：昭和51年
会員数：130名

入会金：1,000円（初年度のみ）
年会費：
正会員：3,600円（300円×12か
月）
賛助会員：2,000円
設立年月日：2011年5月
会員数：15名

４

ひきこもりや不登校に関する当事者の会
グループの名称

コスモス会 チャオ

５

グループの概要

活動内容など

・居場所～不定期
不登校・ひきこもりの当事者の居 ・パン・ケーキ作り、縫物工房、印刷・発送作業
場所および就労体験の場
・就労体験、フリーマーケット コープ発送作業
・チャオだより（毎月）

活動場所

連絡先等

代表者：落合智子
市民活動センター、パ 〒880-2113 宮崎市小松台北町23-1
レット、友の会等公共 TEL：090-8661-7114
施設等
E-mail：cosmos-ciao@jupiter.ocn.ne.jp
HP：http://miyazaki-cosmos.jmdo.com/

その他

利用料
活動の実費

ひきこもりや不登校に関する家族の会
グループの名称

コスモス会

宮崎県「楠の会」

グループの概要

活動内容など

①親の例会：毎月第2土曜日午後1：00～4：00
不登校、ひきこもりの子ども、若 ②相談日（面談要予約）：毎週火曜日
者を持つ家族が支え合う会
（電話相談は随時）
③こすもす通信（毎月）家族教室・講演会など

ひきこもりの子供を持つ親と
その子ども

活動場所

連絡先等

代表者：落合智子
〒880-2113 宮崎市小松台北町23-1
親の会例会・相談～市
TEL：090-8661-7114
民プラザなど
E-mail：cosmos-ciao@jupiter.ocn.ne.jp
HP：http://miyazaki-cosmos.jmdo.com/

代表者：植田美紀子
〒880-0944 宮崎市江南4-9-9
TEL：0985-53-2666
・宮崎市―みやざき市 携帯：090-9603-8780
ひきこもり回復プログラム、学習会
民プラザ
FAX：0985-53-2666
親の自助ミーティング、会報作成、郵送作業、公園愛護
・都城市―都城市社会 E-mail：ueda@miyazaki-catv.ne.jp
の手伝い、相談会、アウトリーチなど
福祉協議会
HP：宮崎県楠の会で検索

その他

設立年月日：平成6年1月1日
年会費3,000円

設立年月日：平成13年6月30日
会員数：110名

都城支部代表：堀江幸治
TEL：090-4581-5152

６

認知症に関する家族の会
グループの名称

グループの概要

活動内容など

活動場所

連絡先等

代表者：浦部晃一
宮崎市広島1丁目14つどい、電話相談、会報発行、講演会、シンポジウムの
〒880-0806 宮崎市広島1丁目14-17
17
開催、本人交流会、男性介護者のつどい、家族支援看取
TEL：0985-22-3803
事務局を中心に県内全
りを終えられた人の会 他
FAX：0985-22-3803
域
E-mail：miyazaki-office@rice.ocn.ne.jp

公益社団法人
認知症の人と家族の会
宮崎県支部

認知症の本人・家族・専門職の
人、一般の認知症の支援者 他

公益社団法人
認知症の人と家族の会
県北地区会

延岡を中心として、延
認知症を有する家族支援を目的として、２ヶ月に１回集
認知症者の介護家族と本人、認知
岡市社会福祉センター
いを行い、ぐちの言い合い、情報提供、相談等を行う。
症の方の介護経験者・興味のある
等を借りる
電話相談も受け、関係機関等へのつなぎをする。
人等
概ね２ヶ月に１回の集
若年認知症などの相談も受け適切な機関へつなぐ
いを行う。

代表者：吉田真由美
〒889-0621 東臼杵郡門川町東栄町2-2-1
TEL：0982-63-7076
FAX：0982-63-7776
E-mail：shoukibo-kobaru@apricot.ocn.ne.jp

小林市野尻町・須木内山地区内在 あらゆる分野の講師の方をお呼びし、介護されている方
野尻町保健福祉セン
住の家族を介護されている方を対 の心身のストレス緩和と活力につなげていただけるよう
ター（友愛会館）
象
3ヶ月に1回開催している

代表者：八重尾トモ子
〒886-0212 小林市野尻町東麓1159-3
問合せ先：のじり地域包括支援センター
TEL：0984-44-2271
FAX：0984-44-2028
E-mail：nojiri-houkatu@festa.ocn.ne.jp
HP：http://www.avility.net/houkatu/

家族介護者の集い

その他

設立年月日：平成5年5月28日
会員数：170名

設立年月日：平成24年5月
会員数：20名程度

７

自死遺族わかちあいの会
グループの名称

グループの概要

活動内容など

自死遺族のつどい
「ランタンのつどい」

毎月第2土曜日
大切な人を自死でなくされた方々 14：００～16：００
がそれぞれの想いを分かち合うつ
・初めて参加される方は30分前においでください
どい
・予約の必要はありません
（都合により変更されることもあります）

小林保健所
わかちあいの会
(自死遺族のつどい)

大切な人を自死でなくされた方々
毎月第4木曜日
がそれぞれの想いを分かち合うつ
13：00～15：00
どい

８

活動場所

県立図書館２階
読書振興室

小林保健所内

連絡先等

その他

●NPO法人国際ビフレンダーズ宮崎自殺防止センター
TEL：0985-77-9111
(日・月・水・金曜日 午後8時～午後11時)
E-mail：miyazaki@befrienders-jpn.org
HP：http://www.befrienders-jpn.org/miyazaki/
●宮崎県精神保健福祉センター
TEL：0985-27-5663
小林保健所
〒886-0003 小林市堤3020-13
TEL：0984-23-3118
FAX：0984-23-3119

その他
グループの名称

子どもと家族・関係者の
集まり ポン太クラブ

のびのびフリースペース
＆わえん

LGBT交流会
「Rainbow View
MIYAZAKI（レインボー
ビュー宮崎）」

グループの概要

活動内容など

活動場所

障がい児、不登校児（障がいや診
断の有無、種類、程度はいずれか
の方向に限定されてはいません）
と、ご家族、学生・社会人ボラン
ティア

・ポン太キッズ（体験交流活動・子どもと家族・
学生ボランティア・社会人ボランティアとの遊びの交
流、体験活動）
・絵画教室～第２・４金曜日１９時から２１時（年齢、
障がいの有無関係なくどなたでも参加できます）
・学習会
・講演会
・茶話会～当事者・保護者・支援者が集まり、仲間作り
や情報交換を行う
・メールでの情報提供など
・相談～必要に応じた随時の相談活動
・ボランティア育成

・ポン太キッズ（公園
など）
・絵画教室（祝吉地区
公民館）
・学習会（都城市総合
文化ホール）
・講演会（都城市総合
社会福祉センター）
・茶話会（祝吉地区公
民館）

当事者対象の定例会、家族対象の交流会（定例）、
面接・電話・メール（パソコン、携帯）・LINE・手紙
による相談等、
会報の発行、WebサイトやSNSでの情報発信

代表者：喜多裕二・冨高亜希子
〒882-0803
延岡市大貫町3丁目1263-5コーポ新田102
問合せ先：のびのびフリースペース
延岡市を中心として宮 TEL：0982-26-2335
崎県内で活動
E-mail：wayen_hp@yahoo.co.jp、
nobi-nobi.free-space@K6.dion.ne.jp
Line ID：nobi 0119
HP：http://space.geocities.jp/wayen_hp/
index.html

不登校・ひきこもり・生きづらさ
を抱える当事者、保護者、関係
者、支援者が対象
年齢制限なし

LGBT（性的少数者・セクシュア
ルマイノリティ）の方々や、理解
者支援者などが安心して定期的に
集える居場所として交流会を開催

・LGBT交流会（開催月により違います）
偶数月、第1土曜日、15時スタート
クローズ（LGBT当事者のみ参加可能）
15:00～16:20
オープン（参加者を限らない）
16:30～17:45
奇数月、第1木曜日、19時スタート
クローズ（LGBT当事者のみ参加可能）
19:00～20:45
開催場所：宮崎市男女共同参画センター「パレット」
参加費：1回300円（学生さんは無料）
・LGBTに関する啓発活動 外部依頼による講演（中・
高・大学生に向けたもの、職員研修が中心）
・自主学習会の開催。

宮崎市男女共同参画セ
ンター「パレット」に
てLGBT交流会を開
催。
宮崎・鹿児島など南九
州を中心に講演活動を
実施

連絡先等

代表者：外山明美
〒885-0018 都城市郡元
TEL：090-6297-5712
FAX：0986-26-1702
E-mail：daichi-kentarou@btvm.ne.jp
HP：http://www.ponta-miyazaki.com/

その他

設立年月日：平成18年4月16日
会員数：200名

【これまでの歩み】
２０００年３月、延岡市でみんなの居場
所、相談場所、仲間を作る場所、保護
者・関係者と交流する場所として。「の
びのびフリースペース」の歩みが始まり
ました。
そこに集っていた若者達（生きづらさを
抱える当事者）が中心となって、
２００６年１月に「わえん」を設立し
様々な活動も始まりました

代表者：山田健二
TEL：090-6650-9490
E-mail：rvm2016-happy@yahoo.co.jp
facebook：
設立年月日：平成28年8月
https://m.facebook.com/RainbowViewMiyazaki/ 活動にご賛同いただける方、年会費
Twitter：
1,000円で受け付けています
https://mobile.twitter.com/r_v_m_2016
（交流会の日程など、随時更新していますのでご覧く
ださい。）

