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オープン＝本人以外の人も入場可

クローズド＝本人のみ

Ｓ＝ステップ・ミーティング

Ｔ＝伝統ミーティング

O＝テーマ・ミーティング

Ｗ＝女性のみ、M＝男性のみ

G/L=ゲイ、レズビアン、バイセクシャル、

セクシャルマイノリティのみ

トランスジェンダー等、

K＝スピーカーズ・ミーティング

D＝ディスカッション・ミーティング

L＝文献スタディ

ＧＳＭ＝グループサービス・ミーティング（ビジネス・ミーティング）

C＝キャンドルライト・ミーティング
V=その週によって違うミーティング

＃＝禁煙 ＊＝車椅子可

§＝祝祭日、年末年始など変更あり（事前に確認してください）

Ｅ／Ｊ＝バイリンガル

■マークの説明

ミーティング場の追加や変更については、

更新連絡フォームよりお願いいたします。
http://najapan.org/member/toroku
までお願いします。

最新情報は、ウェブ・サイトhttp://najapan.org/ でお

確かめ下さい。

お問い合わせは下記よりお願いします。

Japan Central Office (JCO）
TEL/FAX 03-3902-8869
E-mail:najco@najapan.org
※電話はなかなかつながりづらいのでメールかファックスでお願いいたし

ます。
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2023/3/24

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

日 6:00 PM ノーモアクライシス オープン O 1時間 札幌エルプラザ 札幌市北区北8条西3丁目28
ＪＲ札幌駅北口より徒歩5分
（札幌駅北口地下歩道１２番出口横
から建物の中まで直通）

月 7:00 PM ひぐま オープン L 1時間 白石区ポプラ若者支援センター 札幌市白石区東札幌2条6丁目5-1
地下鉄東西線「白石駅」徒歩
約2分

6:30 PM 札幌 オープン S 第3週=A ＃＊ 札幌市北区民センター 札幌市北区北25条西6-1-1
地下鉄北24条駅一番出口より
徒歩7分。P有（無料）

6:00 PM ピリカ オープン O 1時間 休止中 円山カトリック教会 札幌市中央区北4条西23丁目2-10
地下鉄東西線「西28丁目駅」
徒歩約10分。P有

7:00 PM ノーネーム LGBTのみ 1時間 札幌エルプラザ 札幌市北区北8条西3丁目28
ＪＲ札幌駅北口より徒歩5分
（札幌駅北口地下歩道１２番出口横
から建物の中まで直通）

10:30 AM ノースベア オープン 第1、第3 札幌エルプラザ 札幌市北区北8条西3丁目28
ＪＲ札幌駅北口より徒歩5分
（札幌駅北口地下歩道１２番出口横
から建物の中まで直通）

6:00 PM ライジングサン オープン O 1時間 円山カトリック教会 札幌市中央区北4条西23丁目2-10
地下鉄東西線「西28丁目駅」
徒歩約10分。P有

6:30 PM アズワン オープン S 第1、第3 ＃＊ 札幌市北区民センター 札幌市北区北25条西6-1-1
地下鉄南北線北24条駅一番出
口より徒歩7分。P有（無料）

6:00 PM 札幌 女性のみ 第1

6:30 PM ノースベア オープン S 第2、第4 ＃＊

6:30 PM イントロダクション オープン O 豊平教会 札幌市豊平区豊平6条3丁目5-1
札幌地下東豊線「学園前」駅
下車

6:30 PM ひぐま オープン O 休止中 北海道難病センター 札幌市中央区南4条西10丁目
地下鉄東西線大通西11丁目駅
より徒歩10分

1:30 PM ノーネーム オープン O ＃ 豊平教会区民センター 札幌市豊平区平岸6条10 地下鉄美園/平岸/南平岸

6:30 PM イントロダクション オープン O ＃＊
北区民センター
※ときどき会場変更になります。あらかじめエリ
アフォンに確認をお勧めいたします

札幌市北区北二十五条西61-1
地下鉄南北線北24条徒歩5分P
有

小樽市 日 5:00 PM イントロダクション オープン O 第4週のみ 小樽シオン教会　休止中 小樽市富岡1-2-1
JR小樽駅より徒歩5分、稲穂
小学校前

千歳市 火 7:00 PM 千歳Lives オープン O
第1,第3週
1時間

カトリック千歳教会 北海道千歳市清水町5丁目9 JR千歳駅より徒歩5分　P 有

釧路市 木 7:00 PM 釧路ONEDAY オープン O 毎週 釧路市交流プラザさいわい 北海道釧路市幸町9丁目1番地
JR釧路駅より徒歩10分
無料P有

北見市 水 7:30 PM オホーツク オープン O 1時間 カトリック北見教会 休止中 北海道北見市番場町１−３６
JR北見駅より徒歩15分
無料P有

網走市 金 7:00 PM オホーツク オープン O
第1.3週のみ

1時間
うどんの喜多夢楽（きたむら）休止中 北海道網走市呼人159‐40

JR呼人駅から徒歩で10分網走
バス　「養護学校入口」下車
徒歩で5分　P有 無料

13 グループ 21 Meeting

札幌市

■北海道エリア代表携帯：080-4041-3997  対応時間 平日 16:00-18:00まで

札幌市北区北8条西3丁目28

Oオープンとかち7:00 PM
水
木
金

帯広市

火

ＪＲ札幌駅北口より徒歩5分
（札幌駅北口地下歩道１２番出口横
から建物の中まで直通）

札幌エルプラザ

木

土

水

金

JR帯広駅南口より徒歩1分
無料P有帯広市西4条南13丁目1とかちプラザ1時間
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2023/1/31

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

日 7:00 PM りんご オープン O 青森ダルク 青森市大字小橋字田川15-1

日 7:00 PM りんご オープン O 古川市民センター 青森市古川3-4-14

月 7:00 PM りんご オープン O 油川市民センター 青森市大字羽白字池上197-1

横内市民センター 青森県青森市大字横内亀井28-2

大野市民センター 青森県青森市大字大野若宮71番

水 7:00 PM りんご オープン O 沖館市民センター 青森市沖館1-1-11

金 7:00 PM りんご オープン O カトリック本町教会 青森県青森市本町4-4-17 P有　本人以外の入場可能

土 7:00 PM りんご オープン O 中央市民センター 青森松原1-6-15

八戸市 木 7:00 PM 北斗星 オープン O ＊ 日本キリスト教団八戸小中野教会 八戸市小中野6-4-5
会場中止につき、オンライン
のみ

日 2:00 PM 秋田 オープン O ＃ 聖体奉仕会 秋田市添川湯沢台1 P有

火 7:00 PM 秋田 オープン O サンパル秋田 秋田市大町2丁目3-27 P有

水 7:00 PM 秋田 オープン O 協和公民館 秋田県仙北郡協和町船岡字大袋1-7 P有

木 7:00 PM 秋田 オープン O
秋田県心身障害者総合福祉センター
Ｃ棟２階の和室

秋田県秋田市旭北栄町1-5 P有

金 7:00 PM 秋田 オープン O §＃ 秋田カトリック教会 秋田県秋田市千秋明徳町1-48 P有

土 6:00 PM 秋田 オープン O ＊＃ 土崎カトリック教会 秋田市土崎港南3-13-35 P有

岩手県
盛岡市

水 7:00 PM 秋田 オープン O ＊ 四ッ家教会 盛岡市本町通り2-12-5 P有

新潟県
長岡市

月 7:00 PM 新潟 オープン S 1時間 中之島コミュニティセンター 長岡市中之島800-1
長岡駅大手口バス停11番線よ
り分水駅行きバスに乗車「中
之島支所前」下車徒歩1分。

新潟市 火 7:00 PM 新潟 オープン O §＃ カトリック青山教会 新潟市西区青山8-5-17 P有

加茂市 木 7:00 PM 新潟 オープン O §＃ カトリック加茂教会 加茂市寿町6-21 P有

新潟市 金 7:00 PM 新潟 オープン O 大江山公民館 新潟県新潟市江南区細山401

新発田市 土 1:30 PM 新潟 オープン O 新発田市ボランティアセンター 新潟県新発田市本町4-16-83 Pあり

新潟市 日 6:00 PM 新潟 オープン O 新潟地域学園302 新潟市秋葉区新津東町2丁目5-6 Pあり

P有　本人以外の入場可能火 7:00 PM りんご オープン O
青森県
青森市

秋田県
秋田市



 2　東　北　エ　リ　ア
2

2023/1/31

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

日 7:00 PM 仙台 オープン O
第2週=GSM
第4週=T

＃＊§ 仙台市シルバーセンター5階 仙台市青葉区花京院1-3-2 JR仙台駅西口徒歩8分、P有

日 1:30 PM みやぎ オープン 2時間

月 7:00 PM 仙台 オープン O 一本杉カトリック教会 仙台市若林区一本杉町1-2 P有

火 7:00 PM 仙台 オープン O ＊§ エルパーク仙台5階 仙台市青葉区一番町4-11-1
地下鉄匂当台駅下車。徒歩5
分

火 7:00 PM 仙台 オープン O ＃＊ 木町通市民センター5階 仙台市青葉区木町通1-7-36
JR仙台駅より「吉成」行バ
ス、「木町通小学校前」下車

水 7:00 PM 仙台 オープン O ＃ 西仙台カトリック教会 仙台市青葉区国見3-2-17

水 6:15 PM スピリチュアル・グロウス オープン O 太白区中央市民センター 仙台市太白区長町5-3-2
地下鉄長町駅徒歩1分。
JR長町駅徒歩3分。有料P

白石市 木 7:00 PM 仙台 オープン O ＊ 白石カトリック教会 白石市沢端町3-50

木 7:00 PM 仙台 オープン O 最終週=S 仙台市柏木市民センター 仙台市青葉区柏木3-3-1 P有

金 7:00 PM 仙台 オープン O 東仙台カトリック教会 仙台市宮城野区東仙台6-8-1
市営バス19番、宮城野病院前
下車、徒歩3分、P有

金 7:00 PM 仙台 オープン O 第4週=A ＃＊ 東北会病院 宮城県仙台市青葉区柏木1-8-７
仙台市営地下鉄北四番丁駅下
車徒歩15分

土 7:00 PM 仙台 オープン O 第4週=A ＃＊ 元寺小路カトリック教会 仙台市青葉区本町1-2-12 P有

山形県
東田川郡

日 3:00 PM 山形 オープン O 文化交流館（アクト先生の館）
山形県東田川郡三川町大字押切新
田字三本木118

鶴岡市 月 7:00 PM 山形 オープン O 大松庵 山形県鶴岡市水沢行司免43-13

米沢市 火 7:00 PM 米沢牛 オープン O 第3週=L ＃＊ 西部コミュニティーセンター 山形県米沢市直江町5-9
P有。JR西米沢駅より徒歩10
分。市営バス「西部コミュニ
ティーセンター」下車1分

火 7:00 PM 山形 オープン O 三川町公民館 東田川郡三川町横山西田52-1

水 7:00 PM 山形 オープン O ゆうあいプラザかたぐるま 山形県鶴岡市ほなみ町3-2

木 7:00 PM 山形 オープン O ゆうあいプラザかたぐるま 山形県鶴岡市ほなみ町3-2

金 7:00 PM 山形 オープン O 1時間 三川町公民館 東田川郡三川町横山西田52-1

酒田市 土 8:00 PM 山形 オープン O コミュニティー防災センター 山形県酒田市ゆたか2-2-11

※ 上記の東北病院のミーティング、19時以降来場の場合は、玄関が施錠されていますのでインターホンでNAと名乗ってください、お手数ですがよろしくお願いします。

会場はメールでお問い合わせください　na.miyagi.group@gmail.com
しばらくは休止です。ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いいたします。

宮城県
仙台市

仙台市

鶴岡市
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2023/1/31

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

福島県
会津若松市

月 7:00 PM 福島 オープン O ＃ 会津若松市南公民館
会津若松市門田町大字中野字大通
西13

郡山市 月 7:00 PM 郡山 Starting Point オープン O 休止中 ＃
郡山市中央公民館
（勤労青少年ホーム）

郡山市麗山1-8-4 P有

喜多方市 火 7:00 PM 福島 オープン O ＃ 松山公民館 喜多方市松山町村松字桜清水1974 P有

水 7:00 PM 福島 オープン O ＃ 会津稽古堂 会津若松市栄町3-50

木 7:00 PM 福島 オープン O ＃ 会津若松カトリック教会 会津若松市西栄町1-57

河沼郡 木 7:00 PM 福島 オープン O ＃ 日本キリスト教団 坂下教会
福島県河沼郡会津坂下町松ノ目
1577

P有

福島市 金 7:00 PM 福島 オープン O ＃ 野田町カトリック教会 福島市野田町2-7-1

郡山市 土 10:00 AM 郡山 Starting Point オープン O 第2、第4週 ＃
郡山市中央公民館
（勤労青少年ホーム）

郡山市麗山1-8-4 P有

会津若松
市

土 4:00 PM 福島 オープン O ＃ 会津若松カトリック教会 会津若松市西栄町1-57

石川県
金沢市

火 7:00 PM 富山セレニティー オープン O 金沢カトリック教会 石川県金沢市広坂1-1-54

富山県
富山市

日 5:00 PM オープン O カトリック星井町教会 富山県富山市星井町2-5-4

射水市 日 5:00 PM オープン O 射水市新湊交流会館 富山県射水市三日曽根9-18

月 7:00 PM オープン O 北の森
会場の住所は富山セテニティーグループま
でお問い合わせください

月 7:00 PM オープン O 水橋教会 富山県富山市水橋館町63-12

水 7:00 PM オープン O 第1,3,5週のみ 北の森
会場の住所は富山セテニティーグループま
でお問い合わせください

水 7:00 PM オープン O 第1,3,5週のみ 富山市社会福祉協議会 富山県富山市今泉83-1

高岡市 水 7:00 PM オープン O 第2,4週のみ 高岡ふれあい福祉センター 富山県高岡市博労本町4-1

木 7:00 PM オープン O 富山二番町教会 富山県富山市一番町3-4

木 7:00 PM オープン O 富山鹿島町教会 富山県富山市鹿島町2-2-10

金 7:00 PM オープン O 富山市社会福祉協議会 富山県富山市今泉83-1

土 3:00 PM オープン O 黒瀬北会場

石川県
金沢市

土 2:30 PM 金沢女性 オープン O 第3週のみ 1時間 松ヶ根福祉会館 石川市高岡町7番25号
お問い合わせは富山セテニ
ティーグループまで

14 Group　 65 Meeting

会場の住所は富山セテニティーグループまで、お問い合わせください。

富山セレニティー

富山市

富山市

会津若松
市

■仙台グループ：022-261-5341（呼） ■福島グループ：080-6046-3559 ■秋田グループ：070ー5321ー3992 ■富山セレニティーグループ：076-407-5777 ■米沢牛グループ：090-1377-1049 ■北斗星グループ：080-3142-3784
■みやぎグループ：090-1377-1049 ■新潟ターニングポイントグループ：090-2027-0491 ■スピリチュアルグロウスグループ：090-5439-8978 ■リンゴグループ：080-4954-1218 ■郡山 Starting Point：090-1377-1049
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2021/9/25

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

那珂川町 日 10:00 AM 那珂川 オープン O ＃ 那珂川RH（レジデンシャルホーム内） 栃木県那須郡那珂川町白久1139-2 P有

日 7:00 PM Find The Way クローズド W ＃ 住所非公開

鹿嶋市 日 7:00 PM はまなす オープン O ＃＊ 鹿島市まちづくり市民センター 茨城県鹿嶋市宮中4631ｰ1 P有　喫煙：会場外

結城市 日 7:00 PM 茨城 オープン O
第2.4.5週のみ

第2はA
20：20
まで

結城福音教会 茨城県結城市結城603 結城駅より徒歩10分

結城市 日 7:00 PM 茨城 オープン O 第1、第3 上山川就業センター 茨城県結城市上山川乙38

笠間市 日 6:00 PM ライブリー オープン O 1時間 ＃ 友部カトリック教会 茨城県笠間市太田町1071 禁煙（＃）P有  

結城市 日 4:00 PM 茨城 オープン 乗国寺 茨城県結城市結城3073 P有　喫煙

宇都宮市 月 7:00 PM 宇都宮 オープン O ＃ 横川地区市民センター 栃木県宇都宮市屋板町576-1 P有り　喫煙不可

鹿嶋市 月 6:30 PM はまなす オープン O ＃ 鉢形会場 茨城県鹿嶋市大字鉢形 P有

神栖町 月 7:00 PM 鹿島オープンウェイ オープン O
＃＊
§

鹿島カトリック教会
茨城県鹿島郡神栖町大野原
1-7-3

P有

結城市 月 7:00 PM 茨城 オープン O ＃ 乗国寺 結城市結城3073
JR水戸線・東結城駅より徒歩
10分。P有

笠間市 月 6:00 PM 笠間 オープン O
1時間

第2週=GSM
＃ 友部カトリック教会 茨城県西茨城郡友部町大田町1071 P有

古河市 月 6:00 PM 茨城 オープン O 1時間 ＊＃
芳香会病院青嵐荘療育園
地域交流ホーム内事務所

茨城県古河市上大野6987
JR宇都宮線古河駅東口より茨
城急行バス・上大野バス停下
車、徒歩6分

銚子市 月 7:00 PM はまなす オープン O 銚子カトリック教会 銚子市栄町1-1448
JR総武本線・成田線・銚子電
鉄、銚子駅より徒歩5分。P有

宇都宮市 火 7:00 PM Usahara W・O 宇都宮まちづくりセンター（まちぴあ） 栃木県宇都宮市今泉5-9-7
JR宇都宮駅より徒歩15分
喫煙：会場外可

宇都宮市 火 7:00 PM 宇都宮 オープン O
敷地内

全面禁煙
＃ 宇都宮市総合福祉センター 栃木県宇都宮市中央1-1-15

東武宇都宮駅より徒歩5分。P
有

小山市 火 7:00 PM Pure Heart オープン O 第4のみ
オンラインあり

＃ 栃木市市民交流センター 栃木県栃木市入船町6-8
栃木駅より徒歩16分 喫煙所無
し, 駐車場有り

栃木市 火 7:00 PM Field Tree オープン O ＃
とちぎ市民活動推進センター
くらら(会議室・作業室)

栃木県栃木市境町19−3 P有り　喫煙：喫煙所有

那珂川町 火 7:00 PM 那珂川 オープン O 那珂川町小川公民館 栃木県那須郡那珂川町小川2524-1 P有　喫煙：会場外可

下野市 火 7:00 PM Find The Way クローズド W 女性クローズド ＃ 石橋公民館 栃木県下野市石橋416番と
石橋駅より徒歩6分
P有　敷地内禁煙

白河市 火 7:00 PM 栃木 オープン O ＃＊ 白河中央公民館　 福島県白河市天神町２ P有り

鹿嶋市 火 7:00 PM はまなす オープン O ＃ 鉢形会場 茨城県鹿嶋市大字鉢形 P有

取手市 火 6:30 PM 鹿島オープンウェイ オープン O ＃ カトリック取手教会 茨城県取手市戸頭219-1 P有
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

小美玉
市

火 7:00 PM はまなす オープン O ＃ 北浦公民館 茨城県小美玉市羽刈2410-2 P有

稲敷郡 火 7:00 PM はまなす オープン O ＃ 美浦会館 稲敷郡美浦村大字船子1191-18 P有

結城市 火 7:00 PM 茨城 オープン 結城福音教会 茨城県結城市結城603 結城駅より徒歩10分

神栖市 火 7:00 PM ライブリー オープン 1時間 鹿島家庭教会 茨城県神栖市柳川2470 P有　喫煙不可

石岡市 火 7:00 PM 茨城 オープン 石岡会場 茨城県石岡市2322 P有　喫煙可

水戸市 水 7:00 PM 茨城 オープン O ＃ 水戸カトリック教会 茨城県水戸市五軒町2-4-37 水戸駅より徒歩20分。P有

宇都宮市 水 7:00 PM 宇都宮 オープン O
S、T

第1週=GSM
＃ 豊郷地区市民センター 栃木県宇都宮市岩曽町825-1 P有

佐野市 水 7:00 PM Field Tree オープン O ＃
市民活動センター
ここねっと(研修室・作業室)

栃木県佐野市大橋町3211−5 P有り　喫煙：喫煙所有

那珂川町 水 7:00 PM 那珂川 オープン O ＃ 聖園那須老人ホーム
栃木県那須郡那那須町寺子丙
1498－2

P有　喫煙：会場外可

水 6:00 PM シェア クローズド W 住所非公開

銚子市 水 7:00 PM 鹿島オープンウェイ オープン O 銚子カトリック教会 銚子市栄町1-1448
JR総武本線・成田線・銚子電
鉄、銚子駅より徒歩5分。P有

水 6:30 PM はまなす オープン O ＃ 鉢形会場 茨城県鹿嶋市大字鉢形 P有

水 6:30 PM はまなす オープン O ＃ 市立平井まちづくりセンター 茨城県鹿嶋市大字平井1128-64 P有

龍ヶ崎市 水 6:30 PM はまなす オープン O ＃ ゆったり館 茨城県龍ケ崎市板橋町440 P有

笠間市 水 6:00 PM ライブリー オープン 1時間 ＃ 友部カトリック教会 茨城県笠間市太田町1071 P有

那須塩原 木 7:00 PM 栃木 オープン ＃＊ 那須塩原市黒磯公民館 栃木県那須塩原市桜町1-5
JR東北本線・黒磯駅より徒歩
15分。P有

那珂川町 木 7:00 PM 那珂川 オープン O ＃ 小川総合福祉センター 栃木県那須郡那珂川町小川1065 P有

小山市 木 7:00 PM Field Tree オープン O 小山市市民活動センター
栃木県小山市城山町3-7-5
城山サクラコモンビル2F

常総市 木 3:00 PM シェア クローズド W 水海道教会 茨城県常総市小川戸町585-1 P有

宇都宮市 木 7:00 PM 宇都宮 オープン O
敷地内

全面禁煙 ＃ 宇都宮市中央生涯学習センター 栃木県宇都宮市中央1-1-1
東武宇都宮駅より徒歩5分。P
有

下館市 木 7:00 PM 茨城 オープン O ＃ 下館カトリック教会 下館市本郷町甲305 水戸線下館駅下車。P有

土浦市 木 7:00 PM 鹿島オープンウェイ オープン O ＃＊ 土浦フレンド教会 茨城県土浦市文京町2-20 土浦駅より徒歩20分。P有

鹿嶋市

事情により
当面休止
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

木 6:30 PM はまなす オープン O ＃ 鉢形会場 茨城県鹿嶋市大字鉢形 P有

木 7:00 PM はまなす オープン O 大野まちづくり市民センター 茨城県鹿嶋市大字津賀1919-1

水戸市 木 7:00 PM 笠間 オープン O 1時間 ＃ 水戸カトリック教会 水戸市五軒町2-4-37
水戸駅より徒歩20分。茨交バ
ス茨大行、泉町一丁目下車徒
歩5分。P有

真岡市 木 7:00 PM 茨城 オープン O 真岡カトリック教会 栃木県真岡市台町2427 真岡鉄道・真岡駅より徒歩5分

つくば
市

木 6:00 PM ライブリー オープン O ＃ 筑波キリスト教会 茨城県つくば市並木3-14-15 P有（禁煙）

石岡市 木 6:00 PM 茨城 オープン 石岡会場 茨城県石岡市2322 P有　喫煙可

宇都宮市 金 7:00 PM 宇都宮 オープン O
敷地内

全面禁煙 ＃ 宇都宮東生涯学習センター 栃木県宇都宮市中今泉3-5-1 宇都宮駅より徒歩10分。P有

足利市 金 7:00 PM Field Tree オープン O ＃ カトリック足利教会 栃木県足利市巴町2121 P有

宇都宮市 金 7:00 PM Find The Way クローズド W ＃ 松が峰カトリック教会 栃木県宇都宮市松が峰1-1-5
東武宇都宮駅より徒歩5分。P
有

大田原市 金 7:00 PM 栃木 オープン O ＊ 大田原カトリック教会 栃木県大田原市中央1-5-10 P有

下野市 金 6:30 PM Pure Heart オープン O 第1・第3週のみ ＃ 下野市健康福祉センターきらら館 栃木県下野市下古山1220番地
石橋駅より車で9〜11分
喫煙所無し　駐車場有り

金 6:30 PM はまなす オープン O ＃ 鉢形会場 茨城県鹿嶋市大字鉢形 P有

金 6:30 PM はまなす オープン O
第2週=GSM
第4週=A

＃＊ 鹿島市まちづくり市民センター 茨城県鹿嶋市宮中4631ｰ1 P有

水戸市 金 7:00 PM どんぐり オープン O 1時間 ＃ 水戸カトリック教会 茨城県水戸市五軒町2-4-37 水戸駅より徒歩20分。P有

笠間市 金 7:00 PM 笠間 オープン O 1時間 ＃ 友部カトリック教会 茨城県西茨城郡友部町大田町1071 P有

つくば市 金 7:00 PM 茨城 オープン O 1時間 ＃ つくばカトリック教会 つくば市手代木261-6

石岡市 金 7:00 PM 茨城 オープン 石岡会場 茨城県石岡市2322 P有　喫煙可

鹿嶋市

鹿嶋市
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

宇都宮市 土 1:30 PM 宇都宮 オープン O 第1,2,3週のみ ＃ とちぎボランティアNPOセンターぽぽら 栃木県宇都宮市昭和2-2-7
P有
敷地内 全面禁煙

宇都宮市 土 1:30 PM 宇都宮 オープン O 第4,5週のみ ＃ 宇都宮OP（アウトペーシェント） 栃木県宇都宮市栗町2292-7 P有

那須町 土 1:00 PM 那珂川 クローズド M 第2週=GSM
1時間
＊

那珂川CF 栃木県那須郡那珂川町谷田846-3 P有

那須町 土 3:30 PM 栃木 クローズド M 第1週=GSM
1時間
＃

那須TCセンター 栃木県那須郡那須町豊原甲5000-5 P有

真岡市 土 4:00 PM 茨城 オープン O ＃＊ 真岡カトリック教会 栃木県真岡市台町2427 真岡鉄道・真岡駅より徒歩5分

土浦市 土 4:00 PM 茨城 オープン O 第3週は休み ＊§ 土浦フレンド教会 土浦市文京町2-20 土浦駅より徒歩20分

鹿嶋市 土 6:30 PM はまなす オープン O ＃ 鉢形会場 茨城県鹿嶋市大字鉢形 P有

行方市 土 7:00 PM はまなす オープン O ＃ 麻生公民館 茨城県行方市麻生1221 P有

鉾田市 土 7:00 PM はまなす オープン O ＃ 鉾田市役所鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1441-1 P有

佐原市 土 7:00 PM 鹿島オープンウェイ オープン O ＃ 佐原カトリック教会 佐原市佐原イ417
JR成田線・銚子電鉄、佐原駅
より徒歩5分

水戸市 土 6:00 PM ライブリー オープン O ＃ 水戸福音キリスト教会 茨城県水戸市住吉町226-1 P有

結城市 土 4:00 PM 茨城 オープン 乗国寺 茨城県結城市結城3073 P有　喫煙

宇都宮市 オープン OorS 不定期 宇都宮市立南図書館 栃木県宇都宮市雀宮町56-1
不定期のために080-1340-4890
へご連絡ください

真岡市

ZOOM オープン

 

14 Group　 75 Meeting

※ 上記ミーティングと並行でZOOMミーティング開催　ZOOM ID 718-916-7332　パスワード　123456

土 6:00 PM ラストフォート栃木 会場非公開のため070-1395-8144にお問い合わせ下さい。

■茨城グループ：0296-35-1151（呼） ■鹿島オープン・ウェイ・グループ：0299-93-5507（呼） ■新潟長岡グループ：080-5523-5996 ■栃木グループ：0287-77-7157（呼） ■はまなすグループ：0299-82-6667（呼）
■どんぐりグループ：090-8940-0124 ■シェア・グループ：0296-35-1151（呼） ■宇都宮グループ：028-666-8536■Field Treeグループ：080-4359-0170 ■ラストフォート栃木：070-1395-8144
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

前橋市 月 7:30 PM Awakening オープン O 第1週はS ＊ 前橋カトリック教会 前橋市大手町2-14-6 JR前橋駅より徒歩15分

藤岡市 月 7:30 PM Monday Healing オープン T 1週伝統
ディスカッション

＊＃ 藤岡カトリック教会 藤岡市藤岡855
JR八高線群馬藤岡駅より徒歩5
分

火 12:00 PM Simple Way クローズド WO
第1.3週のみ
女性のみ
1時間

＊ 前橋カトリック教会 前橋市大手町2-14-6 JR前橋駅より徒歩15分

火 7:30 PM Awakening オープン O
Lジャスト

フォートゥデー ＊ 前橋カトリック教会 前橋市大手町2-14-6 JR前橋駅より徒歩15分

火 7:30 PM Simple Way オープン O 第4週=A ＊＃ 高崎市総合福祉センター 高崎市末広町115-1
JR高崎線高崎駅西口より
徒歩23分。

水 7:30 PM Simple Way オープン O ＊＃ 新町カトリック教会 高崎市新町309
JR高崎線新町駅より徒歩
10分。

藤岡市 木 7:15 PM Monday Healing オープン O ＃ 平井公民館 群馬県藤岡市緑埜738-1 藤岡インターより車で15分

伊勢崎市 木 7:30 PM Simple Way オープン O

第1週S
第2週GSM
第3週V
第4週T

＃ 伊勢崎市民プラザ 伊勢崎市富塚町220-13
伊勢崎駅・本庄駅よりバ
ス15分

前橋市 木 7:30 PM Freedom オープン O
1週T
2週S
3週A

＊ 前橋カトリック教会 前橋市大手町2-14-6 JR前橋駅より徒歩15分

藤岡市 金 7:30 PM Monday Healing オープン O

1週GSM
2週棚卸

4週A 不定期
ブレスト

＃ 藤岡カトリック教会 藤岡市藤岡855
JR八高線群馬藤岡駅より
徒歩5分

前橋市 土 7:00 PM Awakening オープン O

第1.3週=
ジャスト

フォートゥデー

第2週=GSM
4週A

前橋市社会福祉総合センター 前橋市新前橋町13-12
JR両毛線・新前橋駅より
徒歩5分

藤岡市 土 7:15 PM Monday Healing オープン O ＃ 平井公民館 群馬県藤岡市緑埜738-1 藤岡インターより車で15分

藤岡市 日 7:30 PM Monday Healing オープン OL 1時間 ＃ 藤岡公民館 藤岡市藤岡1639-5
JR八高線群馬藤岡駅より
徒歩10分

藤岡市 日 7:30 PM Freedom オープン OL 1時間 ＃ オンライン　ZOOM

6 Group　 12 Meeting

ID 452 655 2386 パスワード8989hp

前橋市

■群馬インフォメーション：080-7975-2356
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

日 6:15 PM 川口 オープン O

第1週はT
第3週はS
最終週はA
1時間

12/29-1/3
は休み

＊ 常磐公民館 さいたま市浦和区常盤9-30-1
JR京浜東北線、北浦和駅西口
より徒歩5分

月 7:30 PM 埼玉 オープン C 1時間 下落合公民館 さいたま市中央区下落合5-4-17
JR埼京線、与野本町駅東口よ
り徒歩5分

川口市 火 7:15 PM 川口 オープン O
祝日、12/29-
1/3は休み

＊ 幸栄町公民館（幸町小学校敷地内） 川口市幸町3-8-33 JR川口駅東口より徒歩10分

水 7:30 PM 埼玉 オープン O 最終週はA ＊
東大宮コミュニティセンター3階
第三会議室

さいたま市見沼区東大宮4-31-1
JR東北線、東大宮駅下車徒歩
3分。

木 7:00 PM 大宮 オープン O
第2週はGSM,
第3週はS
第4週はA

§ 大宮聖愛教会 さいたま市大宮区桜木町2-172 JR・大宮駅より徒歩5分。P有

土 7:30 PM 浦和 オープン O 1時間 カトリック浦和教会 さいたま市浦和区常盤6-4-12 JR浦和駅より徒歩18分

草加市 木 7:30 PM ベーシック
クローズド
※見学可

O 第2、第4のみ ＃ 草加市谷塚文化センター 埼玉県草加市谷塚仲町440
東武伊勢崎線谷塚駅（徒歩11
分）

千葉県
千葉市

日 6:00 PM 千葉オープンウェイ オープン O 1時間 千葉市大宮公民館 千葉市若葉区大宮町3221－2
JR千葉駅より、千葉中央バス
大宮小学校前下車、バス停よ
り徒歩３分

南房総市 月 4:00 PM 鋸南ガールズ クローズド W
1時間M

祝祭日は中止
（非公開） （非公開）

鴨川市 月 5:00 PM アクアライン オープン O
第2,4週のみ
祝祭日要確認

1時間
＃＊ 鴨川カトリック教会 鴨川市横渚1727-1

JR外房線・安房鴨川駅より徒
歩12分

千葉市 月 6:30 PM 千葉オープンウェイ オープン O 習志野カトリック教会 2階会議室 千葉市花見川区長作町1385-2
京成電鉄・実籾駅より徒歩15
分

東金市 月 7:00 PM 千葉オープンウェイ オープン O 東金カトリック教会 東金市東金251-2 JR東金駅より徒歩12分。

君津市 月 7:00 PM セレニティーライフ オープン O 君津市生涯学習交流センター101号室 君津市久保2-13-2 JR内房線君津駅1番出口下車

火 4:00 PM アクアライン オープン O
1時間M

祝祭日は中止
富山公民館 南房総市久枝327

JR内房線・岩井駅より徒歩15
分

火 4:00 PM 鋸南ガールズ クローズド W
1時間M

祝祭日は中止
（非公開） （非公開）

千葉市 火 7:00 PM 千葉オープンウェイ オープン O
第2週はGSM
第3週はA ＃ 千葉寺カトリック教会 千葉市中央区千葉寺町70

JR総武本線・本千葉駅より徒
歩20分。京成電鉄千原線・千
葉寺駅より徒歩15分、P有

袖ヶ浦市 火 7:00 PM セレニティーライフ オープン O 第3週はA ＃ 長浦公民館 袖ヶ浦市蔵波513-1

JR内房線・長浦駅より徒歩20
分、
小湊バス蔵波台バス・長浦公
民館入口バス停下車

水 4:00 PM アクアライン オープン O
1時間M

祝祭日は中止
富山公民館 南房総市久枝327

JR内房線・岩井駅より徒歩15
分

水 4:00 PM 鋸南ガールズ クローズド W
1時間M

祝祭日は中止
（非公開） （非公開）

松戸市 水 7:00 PM 千葉 オープン O

第1週はC
第2週は20時よ

りGSM
第3週はS
第4週はA

祝祭日は中止

＃ 松戸カトリック教会 松戸市松戸1126
JR/新京成線・松戸駅より徒
歩10分

埼玉県
さいたま市

南房総市

南房総市

さいたま市
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市川市 水 7:00 PM 千葉オープンウェイ オープン O 第3週はC 市川カトリック教会 千葉県市川市八幡3-13-15
JR総武本線・本八幡駅より徒
歩15分。P有

茂原市 水 7:00 PM 千葉オープンウェイ オープン O ＃ 茂原カトリック教会 茂原市高師992
JR外房線「茂原駅」より、徒
歩10分。P有

木更津市 水 7:00 PM セレニティーライフ オープン O 1時間M カトリック木更津教会 木更津市富士見3-1-13 木更津駅（西口）徒歩12分

木 4:00 PM アクアライン オープン O
1時間M

祝祭日は中止
和田公民館（和田コミュニティーセン
ター）

南房総市和田浦町仁我浦206 JR和田浦駅より徒歩2分

木 4:00 PM 鋸南ガールズ クローズド W
1時間M

祝祭日は中止 （非公開） （非公開）

君津市 木 5:00 PM セレニティーライフ オープン O
1時間M

第3週はGSM
君津市地域情報センター
2階小会議室

君津市久保2-13-2 JR内房線君津駅1番出口下車

千葉市 木 7:00 PM 千葉オープンウェイ オープン O 20:15まで 西千葉カトリック教会 千葉市中央区汐見丘町11-14
JR総武本線、西千葉駅より徒
歩5分

茂原市 木 7:00 PM 千葉オープンウェイ オープン O ＃ 茂原カトリック教会 茂原市高師992
JR外房線「茂原駅」より、徒
歩20分。P有

金 4:00 PM アクアライン オープン O
1時間M

祝祭日は中止
和田公民館（和田コミュニティーセン
ター）

南房総市和田浦町仁我浦206 JR和田浦駅より徒歩2分

金 4:00 PM 鋸南ガールズ クローズド W
1時間M

祝祭日は中止
（非公開） （非公開）

市原市 金 7:00 PM セレニティーライフ オープン O ＃＊§ 市原市立八幡公民館 2階視聴覚室 市原市八幡1050-1
JR内房線・八幡宿駅より徒歩
5分、P有

千葉市 木 7:00 PM 千葉オープンウェイ オープン O 上総一ノ宮一宮町中央公民館 千葉県長生郡一宮町一宮2460 JR上総一ノ宮駅より徒歩7分

土 4:00 PM アクアライン オープン O
1時間M

祝祭日は中止
富山公民館 南房総市久枝327

JR内房線・岩井駅より徒歩15
分

土 4:00 PM 鋸南ガールズ クローズド W
1時間M

祝祭日は中止
（非公開） （非公開）

千葉市 土 7:00 PM 千葉オープンウェイ オープン O
第2週はS
第4週はT

第5週は休み
誉田公民館 千葉市緑区誉田町1-789-49

誉田市民センター隣。JR誉田駅から
徒歩15分。または、JR千葉駅から千
葉中央バス「大網駅」「誉田駅」
「千葉東角栄団地」行き、誉田小学
校前下車、徒歩1分。

館山市 土 7:00 PM アクアライン オープン O 菜の花ホール 千葉県館山市北城1735
JR内房線・館山駅徒歩10分
無料駐車場有

南房総市

南房総市

南房総市
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東京都
非公開

日 10:00 AM ワーカーズ クローズド WL
第2週のみ
文献M

（非公開） 連絡は070-1304-7232まで

荒川区 日 1:00 PM
ブレインダメージ
リボーン

オープン O
14：15まで
第2週は

14：00よりGSM

飲食不可
完全禁煙 荒川区生涯学習センター 荒川区荒川3-49-1

JR三河島駅徒歩5分
形成威信三河島10分
都バス荒川3丁目　3分

港区 日 7:00 PM ウィズ・フェローシップ オープン O L 麻布カトリック教会 みこころ会館 港区西麻布3-21-6
地下鉄日比谷線・大江戸線・
六本木駅より徒歩8分

千代田区 日 6:00 PM 腕におぼえあり オープン O

8月中は
5時より

祝祭日要確認
第1週=A

＊＃§ 聖イグナチオ教会 千代田区麹町6-5
JR・地下鉄、四ッ谷駅麹町口
より徒歩5分

江戸川区 日 7:00 PM ニュー・ライフ オープン O 小岩カトリック教会 江戸川区西小岩4-4-1
JR総武線・小岩駅北口より徒
歩8分

八王子市 日 7:00 PM 八王子JFT オープン O 第3週はなし 八王子労政会館 八王子市明神町3-5-1
JR中央線・八王子駅北口より
徒歩10分。京王線・京王八王
子駅より徒歩5分

川崎市 月 7:00 PM シャンティ オープン O
第1週はハイブ
リッド、他はオン
ラインのみ

川崎産業振興会館 川崎市幸区堀川町66－20
JR東海道本線　川崎駅　徒歩
9分

府中市 月 7:00 PM ピースフル クローズド W 子供同伴可 桜井アパート1階 府中市紅葉丘3-29-7
西武多摩川線多磨駅より徒歩
5分

中野区 月 7:00 PM 中野アットホーム オープン O 第3週以外開催 ＊＃§ スマイルなかの 中野区中野5-68-7 JR中の駅北口より徒歩7分

月 7:00 PM
ウェルカム・グローイン
グ・アップ

クローズド W
第2,4週のみ
会場飲食禁止

§
(要確
認)

神愛教会 荒川区東日暮里5-18-8 JR鶯谷駅北口より徒歩10分

月 7:00 PM
ウェルカム・グローイン
グ・アップ

オープン O
第1,3,5週のみ
会場飲食禁止

§
(要確
認)

神愛教会 荒川区東日暮里5-18-8 JR鶯谷駅北口より徒歩10分

府中市 月 7:00 PM 府中ソウルスピリット オープン O
第2週は20:00よ
りGSM
第4週はC

＃ 日本聖公会聖マルコ教会 府中市美好町3-8-2
京王線・分倍河原駅より徒歩
10分。P有

港区 月 7:00 PM 台場 オープン O 台場区民センター
港区台場1-5-1
台場コミュニティープラザ

お台場海浜公園駅より徒歩3分
東京テレポート徒歩7分
都バス お台場海浜公園

港区 火 6:15 PM English クローズド S English ＃＊
フランシスカン・チャペル・センター
2階・204号室

港区六本木4-2-37
地下鉄日比谷線・六本木駅4
番出口より徒歩10分

足立区 火 7:00 PM ラスト・フォート オープン O
第1、2週=L

第3週20:00から
GSM

＃ 梅田カトリック教会 足立区梅田7-19-22
東武伊勢崎線梅島駅より徒歩
7分

中野区 火 7:00 PM 新宿 クローズド G/L 中野桃園教会 中野区中野5-3-14 JR中野駅より徒歩10分

千代田区 火 7:00 PM ミント クローズド O

第2週は中止
8月中は

17:30-18:30
夏冬季祝祭日要

確認

＊＃§ 聖イグナチオ教会 千代田区麹町6-5
JR・地下鉄、四ッ谷駅麹町口
より徒歩5分

豊島区 火 7:00 PM ミント クローズド W 第2週のみ がんばれ！子供村 4階 豊島区雑司ヶ谷3-12-9 JR池袋駅より徒歩10分

板橋区 火 6:00 PM グッドナイト オープン O 1時間
まなぽーと成増（成増生涯学習セン
ター）

板橋区成増1-12-4
成増駅より徒歩7分。地下鉄成
増駅4,5番出口～徒歩5分。

小金井市 火 7:15 PM グロース・フリー オープン O
第3週はA

（5週ある時は
第4週）

＊§
マロンホール（東小金井駅開設記念会
館）

小金井市東町3-7-21 JR東小金井駅南口～徒歩5分

荒川区
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府中市 火 7:15 PM La luna クローズド W
20:45まで
子供同伴可
ペット可

＃ 桜井アパート1階 府中市紅葉丘3-29-7
西武多摩川線多磨駅より徒歩
5分

荒川区 火 7:30 PM
12ステップス・ソルー
ション

クローズド O
1時間
第4週=L

＃ 日暮里ひろば館 荒川区西日暮里2-10-9 日暮里駅より徒歩5分

豊島区 火 7:30 PM 豊島 オープン O 9:00PMまで ＃ 区民ひろば南池袋 東京都豊島区南池袋3-5-12
『都電雑司ヶ谷』より徒歩約
7分　ZOOMとハイブリッド

大田区 水 7:00 PM Wednesday Serenity クローズド O
第1週はS
第2週はA
第4週はT

＃ 蒲田カトリック教会 大田区新蒲田1-13-12 JR蒲田駅より徒歩10分、P有

千代田区 水 7:00 PM アモール オープン O

第1週はS第2週
は最後の30分

GSM
第3週は
T第4週はA

祝祭日、年末年
始8月は要確認

＊＃§ 聖イグナチオ教会 千代田区麹町6-5
JR・地下鉄、四ッ谷駅麹町口
より徒歩5分

SIBUYAプティ O
第2週S

第3週キャンドル
1時間

It Anin't Therapy O 1時間

新宿区 水 7:00 PM 新宿 クローズド G/L ＃ 学生の家（聖トマス寮） 新宿区百人町2-23-27
JR大久保駅徒歩5分、新大久
保駅より徒歩8分

新宿区 水 7:00 PM 大久保 オープン O 1時間 柏木教会 新宿区北新宿3-1-18
JR大久保駅北口 徒歩3分
JR新大久保駅 徒歩7分

立川市 水 7:00 PM 立川EDI オープン O
祝祭日要確認
第2週はGSM

＃§ 立川駅前キリスト教会 4階 立川市錦町2-1-21 JR立川駅南口より徒歩10分

墨田区 水 7:00 PM ウィズ・フェローシップ オープン O ＃ 本所カトリック教会 墨田区石原4-37-2
都営地下鉄浅草線「本所吾妻
橋」駅下車。JR総武線「錦糸
町駅」北口より

小金井市 水 7:15 PM グロース・フリー オープン O 1時間 ＊§
マロンホール
（小金井市東小金井駅開設記念会館）

小金井市東町3-7-21 JR東小金井駅南口～徒歩5分

荒川区 木 1:30 PM ワーカーズ オープン O 子供同伴可 荒川教会 荒川区東尾久2-20-7
都電東尾久3丁目駅より徒歩3
分、都バス 尾久本町通より徒
歩6分

木 7:00 PM 東京 オープン O

第1週S、第3週は
20時よりGSM

第4週A
バースデーの場合
は会場のみでZOOM

休み

＊§＃ 豊島カトリック教会 豊島区長崎1-28-22
西武池袋線椎名町駅下車。徒
歩10分

木 7:00 PM ワーカーズ クローズド G/L LGBT限定 ＊＃ 池袋 がんばれ子供村 4階会議室 豊島区雑司が谷3-12-9
池袋駅より徒歩10分、東京メ
トロ雑司が谷駅徒歩7分

千代田区 木 7:00 PM K.I.S.S. オープン O
第3週=GSM

(最後の30分)
祝祭日要確認

＊＃§ 聖イグナチオ教会 千代田区麹町6-5
JR・地下鉄、四ッ谷駅麹町口
より徒歩5分

港区 木 7:00 PM
ウェルカム・グローイン
グアップ

オープン O

第1・3週=
キャンドル
第2週=S
第4週=T

聖オルバン教会 港区芝公園3-6-25
日比谷線・神谷町駅徒歩10
分

台東区 木 7:00 PM ライト オープン O 1時間 ＃ 上野カトリック教会 台東区下谷1-5-9
JR山手線、京浜東北線・鶯谷駅
より 徒歩10分

世田谷区 木 7:00 PM 烏山 Get Back オープン O 20:15まで ＃ 烏山区民センター　3F 世田谷区南烏山6-2-19
京王線・千歳烏山駅より徒歩1
分

7:30 PM

豊島区

渋谷区 オープン 渋谷カトリック教会 渋谷区南平台18-13
JR・渋谷駅より徒歩15分。南
口バスターミナル30番トラン
セバスで南平台下車。

水
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世田谷区 木 6:30 PM クロスボーダー クローズド L 第2週目はGSM ＃ 松原カトリック教会　本堂2階教室 世田谷区松原2-28-5
京王線、井の頭線・明大前駅よ
り徒歩4分

板橋区 木 7:00 PM Basic オープン O

第1週は通常M
20：00まで

その後30分間
GSM　最終週はA

＃ 大原社会教育会館 板橋区大原町5-18　板橋区役所

本蓮沼駅から徒歩5分
※ 駐車場・喫煙所なし
ただし近隣のコンビニに喫煙ス
ペースあり

江戸川区 木 7:00 PM リバイバル オープン O 船堀コミュニティセンター 江戸川区船堀1-3-1
船堀駅から徒歩5分
有料駐車場有（5台分）
喫煙スペース、近隣にあり

国分寺市 木 7:00 PM 八王子JFT オープン O
日本キリスト教団国分寺教会
丘の上ホール101号室

国分寺市本町1－6－2
JR西国分寺線・西部多摩湖線
国分寺駅北口より徒歩5分

品川区 金 7:30 PM MEGUROプティ オープン O
奇数週のみ
キャンドルM

＃
１時間

聖アンセルモ教会（目黒カトリック教
会）

品川区上大崎4-6-22
JR/東急目黒線/東京メトロ南北
線/都営三田線、目黒駅より徒
歩10分、P有

台東区 金 7:00 PM ワーカーズ オープン O

第1週=S,後半=L
第2週=後半=GSM
第3週=T,後半=N

第4週=A

＃ 上野カトリック教会 台東区下谷1-5-9
JR山手線、京浜東北線・鶯谷
駅より
徒歩10分

港区 金 7:00 PM Wednesday Serenity クローズド O
第3,5週のみ
40歳以上 ＃ 東京都障害者福祉会館 港区芝5-18-2

JR田町駅より徒歩5分。都営
地下鉄浅草線・三田線、三田
駅下車

豊島区 金 7:00 PM 新宿 オープン O
第2週はGSM

キャンドルナイト
ミーティング

がんばれ！子供村 4階 豊島区雑司ヶ谷3-12-9 JR池袋駅より徒歩10分

新宿区 金 7:00 PM グッドナイト オープン O
第1週はA

第2週は20:00より
GSM

日本ホーリネス教団 東京中央教会 新宿区北新宿1-24-12
JR総武線・大久保駅より徒歩
15分

調布市 金 7:00 PM 烏山 Get Back オープン O 調布市文化会館 たづくり 調布市小島町2－33－1
京王線・調布駅中央口より徒
歩 5分。有料P有。

練馬区 金 7:00 PM ブラックキャット オープン O
第2週は

20時よりGSM
練馬区勤労福祉会館 練馬区東大泉5-40-36 大泉学園駅南口　徒歩3分

八王子市 土 7:00 PM 八王子JFT オープン O 最終週はA 浅川市民センター 八王子市高尾町1652-1
JR高尾駅、京王線・京王高尾
駅より徒歩10分

府中市 土 7:15 PM グロース・フリー オープン O
第2週の後半
30分GSM 府中ふれあい会館（旧保健センター） 府中市府中町1-30 京王線・府中駅北口より

台東区 土 7:30 PM 上野 オープン O

20:45終了
第2週=S [19:30～]
子供可[19:00より

20:30まで]

§＃ 上野カトリック教会 台東区下谷1-5-9
JR山手線、京浜東北線・鶯谷
駅より
徒歩10分

関東エリ アのマッ プ→ pan. or g/pdf /KANTO_ J. pdf
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考
神奈川県

鎌倉市
日 5:30 PM クリーン・メローズ オープン O ＊

雪ノ下カトリック教会
信徒会館104号室

鎌倉市小町2-14-4
JR／江ノ島電鉄・鎌倉駅より
徒歩5分。P有

横浜市 日 3:00 PM ラストフォート横浜 オープン O 第1.3週のみ 横浜市不老町地域ケアプラザ 横浜市中区不老町3-15-2
伊勢佐木長者駅 徒歩5分
関内駅・石川町駅 徒歩10分

川崎市 日 7:00 PM 川崎リバーサイド オープン O 1時間 ＊ かわさき市民活動センター 川崎市中原区新丸子東3-1100-12
JR武蔵小杉駅より徒歩10分。
東急武蔵小杉駅より徒歩5分

川崎市 月 6:30 PM 川崎リバーサイド オープン O 第1週=GSM ＊ 中原カトリック教会 川崎市中原区今井南町500
JR/東横線、武蔵小杉駅（南
口）より徒歩20分

月 7:00 PM 湘南HOPE オープン O 男女共同参画センター横浜 横浜市戸塚区上倉田町435-1
戸塚駅（西口）より
徒歩5分

月 7:00 PM 横浜アウトサイダー オープン O

1時間
第一週ステップ
第三週 伝統
その他 テーマ

南区社会福祉協議会
横浜市南区浦舟町3丁目46
浦舟複合福祉施設8階

市営地下鉄「阪東橋駅」徒歩6
分京浜急行「黄金町駅」徒歩10
分

相模原市 月 7:00 PM 相模原 オープン O えびな市民活動センター 海老名市さつき町51-2
厚木駅より徒歩10分
海老名駅より徒歩20分

川崎市 月 7:00 PM シャンティ オープン O

第一週はハイブ
リッド
その他の週はオ
ンラインのみ

川崎産業振興会館 川崎市幸区堀川町66－20
JR東海道本線　川崎駅　徒歩
9分

平塚市 月 6:30 PM DEAD OR ALIVE オープン O 1時間 平塚市民活動センター　2F 神奈川県平塚市見附町1-8 JR東海道線平塚駅下車

月 1:30 PM 横浜NA オープン O 1時間 中区社会福祉協議会（なかふく）
横浜市中区山下町２
産業貿易センター４階

日本大通り駅より徒歩4分
関内駅より徒歩15分

火 6:30 PM サンクチュアリ オープン O 1時間 中区社会福祉協議会（なかふく）
横浜市中区山下町2
産業貿易センター4階

桜木町駅より徒歩6分

火 7:30 PM 横浜レインボー クローズド O
かながわ県民活動サポートセンター
14階

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
横浜駅西口徒歩5分。
有料P。

火 7:00 PM クロスアディクト オープン O 1時間 横浜市健康福祉総合センター 横浜市中区桜木町1-1 桜木町駅より徒歩3分

川崎市 火 7:30 PM Willグループ オープン 1時間 多摩市民館 神奈川県川崎市多摩区登戸1775-1
登戸駅より徒歩10分
向ヶ丘遊園駅北口より徒歩5分

相模原市 火 7:00 PM 相模原 オープン O カトリック相模原教会 相模原市中央区矢部4-13-1 淵野辺駅南口より徒歩12分

水 7:00 PM 横浜NA オープン O 1時間 中区社会福祉協議会（なかふく）
横浜市中区山下町2
産業貿易センター4階

日本大通り駅より徒歩5分。関
内駅より徒歩15分

水 6:00 PM オレンジ オープン O 1時間 南地区センター 横浜市南区南太田2-32-1
蒔田駅より徒歩5分。
井土ヶ谷・南太田駅より徒歩7
分

水 6:00 PM SUNNY WEATHER オープン 0 1時間 保土ヶ谷区社会福祉協議会
横浜市保土ヶ谷区川辺町5-11
かるがも３F

相鉄線 星川駅徒歩3分

川崎市 水 7:00 PM WILL クローズド O 川崎市市民活動センター 川崎市中原区新丸子東3-1100-12 武蔵小杉駅東口より徒歩3分

茅ヶ崎市 水 7:00 PM 湘南HOPE オープン O カトリック茅ヶ崎教会 茅ヶ崎市中海岸1-1-15 茅ヶ崎駅南口より徒歩7分

厚木市 水 7:00 PM 相模原 オープン O アミュー厚木　あつぎ市民交流プラザ 厚木市中町2-12-5 本厚木駅南口より徒歩5分

LGBTQの当事者のみ
第1週ステップM
ビジネ不定期M
ビジネスの場合通常ミー
ティングはなし

横浜市

横浜市

横浜市
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木 5:45 PM クリーン・メローズ クローズド W
かながわ県民活動サポートセンター 15階
第一相談室

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
横浜駅西口徒歩5分。
有料P。

木 6:30 PM 横浜アウトサイダー オープン O 1時間 聖アンデレ教会 横浜市神奈川区三ツ沢下町14-57 三ツ沢下町駅より徒歩5分

横浜市 木 7:00 PM 相模原 オープン O カトリック二俣川教会 横浜市旭区二俣川2-36 二俣川県南口より徒歩6分

横浜市 木 7:00 PM 横浜NA オープン O カトリック新子安教会 横浜市神奈川区入江1-19-30
JR新子安駅より徒歩6分。京急
新子安駅より徒歩8分

横浜市 木 7:00 PM デスパラード クローズド O
第4週 B
奇数月最終日中
止

立場地区センター 横浜市泉区中田北1-9-14 立場駅より徒歩5分

川崎市 木 7:00 PM グリーンルーム オープン O カトリック中原教会 川崎市中原区今井南町500 武蔵小杉駅南口より徒歩10分

伊勢原市 木 7:00 PM 相模原 オープン O 伊勢原市民文化センター 伊勢原市田中348 伊勢原駅より徒歩13分

横浜市 木 6:30 PM DEAD OR ALIVE
1時間
祝日は16:00～
16:45まで

港南中央地域ケアプラザ 横浜市港南区港南4-2-7
市営地下鉄（ブルーライン）港
南中央駅下車

鎌倉市 金 1:30 PM クリーン・メローズ クローズド W カトリック雪ノ下教会 鎌倉市小町2-14-4 鎌倉駅南口より徒歩5分

川崎市 金 7:00 PM 川崎リバーサイド オープン O ＊＃ 溝ノ口カトリック教会 川崎市高津区二子5-15-7
JR武蔵溝ノ口駅より徒歩10分。
東急田園都市線・高津駅より徒
歩5分

横浜市 金 7:00 PM オレンジ オープン O 1時間 南区社会福祉協議会
横浜市南区浦舟町3丁目46
浦舟複合福祉施設8階

市営地下鉄「阪東橋駅」徒歩6
分京浜急行「黄金町駅」徒歩10
分

横浜市 金 6:00 PM クロスアディクト オープン O 1時間 ジェミニ吉野町102号トゥルー会場
横浜市南区南吉田町5-45-6　ジェミニ吉野
町102号室

京急南太田駅徒歩3分
市営地下鉄吉野町駅（4番出
口）徒歩2分

横浜市 金 6:30 PM 湘南ホープ オープン O 1時間 港南中央地域ケアプラザ　2Ｆ 横浜市港南区港南4-2-7
市営地下鉄（ブルーライン）港
南中央駅下車

相模原市 金 7:00 PM 相模原 オープン O あじさい会館緑分室
相模原市緑区西橋本5-3-21
緑区合同庁舎2階

橋本駅南口より徒歩10分

金 7:00 PM ネバーアローン オープン O 菊名コミニティハウス・多目的室（1Ｆ） 横浜市港北区菊名4丁目4-1
東急東横線・JR横浜線菊名駅よ
り 徒歩5分

土 6:00 PM サンクチュアリ オープン O 南地区センター 横浜市南区南太田2-32-1
蒔田駅より徒歩5分
井土ヶ谷・南太田徒歩7分

土 7:00 PM レインボー オープン O 第3週のみ 西区社会福祉協議会
横浜市西区高島2-7-1
ファーストプレイス横浜3階

横浜駅みなみ東口より徒歩5分

土 7:00 PM クリーン・メローズ オープン O 第1.3週のみ いきいきセンター金沢
横浜市金沢区泥亀1-21-5
金沢区社会福祉協議会内

金沢文庫駅東口より徒歩8分

小田原市 土 7:00 PM 相模原 オープン O カトリック小田原教会 小田原市栄町4-6-5 小田原駅東口より徒歩12分

横浜市 土 7:15 PM 川崎リバーサイド オープン O 8:30pmまで 矢向地区センター 横浜市鶴見区矢向4-32-11 JR南部線・矢向駅より徒歩5分

町田市 土 8:00 PM A little luck オープン O 第1・3・5週のみ カトリック町田教会 東京都町田市中町3-2-1 町田駅北口より徒歩10分

藤沢市 土 8:00 PM アフター・セッション オープン O 1時間 §＊ 藤沢カトリック教会 信徒会館301号室 藤沢市鵠沼石上1-1-17
JR東海道線/小田急線/江ノ島電
鉄・藤沢駅より徒歩5分

静岡県
熱海市

日 6:00 PM 静岡ワンデー オープン O 第3週はなし 熱海中央公民館 熱海市中央町1-1
来宮駅より徒歩20分。熱海駅よ
りバスで15分

田方郡 日 6:00 PM 静岡ワンデー オープン O 函南町シルバー人材センター 田方郡函南町仁田33
伊豆箱根鉄道大場駅より徒歩10
分

横浜市

横浜市
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月 7:00 PM 静岡ワンデー オープン O 第1週のみ 御殿場市民会館 御殿場市萩原183-1 御殿場駅西口より徒歩20分

月 7:00 PM 静岡ワンデー オープン O 第1週はなし 御殿場市民交流センターふじざくら 御殿場市萩原988-1 御殿場駅西具とよりバスで10分

静岡市 火 7:00 PM 静岡ワンデー オープン O カトリック静岡教会 静岡市葵区城内町1-5
静岡鉄道新静岡駅～徒歩10分。
JR静岡駅北口～徒歩15分

伊豆の国
市

火 7:00 PM 静岡ワンデー オープン O 伊豆の国市市民交流センター 伊豆の国市大仁334 伊豆箱根鉄道 大仁駅 徒歩8分

火 7:00 PM R150 オープン O
第1週はGSM
第2週はS
最終週はA

草薙カトリック教会 静岡市清水区中之郷2-5-12
JR草薙駅より徒歩3分。静岡鉄
道くさなぎ駅より徒歩3分

水 7:00 PM 静岡ワンデー オープン O 清水カトリック教会 静岡市清水岡町1-34
静岡鉄道新清水駅～徒歩15分。
JR清水駅東口～徒歩20分

三島市 水 7:00 PM 静岡ワンデー オープン O カトリック三島教会 三島市緑町12-4
伊豆箱根鉄道広小路駅より徒歩
5分

静岡市 水 7:00 PM R150 オープン O パリミッション会（パリ宣教会） 静岡市葵区西草深町1-24
JR静岡駅北口より徒歩15分。静岡鉄
道新静岡駅より徒歩10分

沼津市 木 7:00 PM 静岡ワンデー オープン O 沼津カトリック教会 沼津市本郷町18-31 沼津駅南口より徒歩20分

静岡市 金 7:00 PM R150 オープン O カトリック八幡教会 静岡市駿河区八幡4-10-14 静岡駅南口より徒歩3分

浜松市 金 7:00 PM 浜松リカバリー オープン O 浜松市福祉交流センター 浜松市中区成子町140-8 JR浜松駅より徒歩10分

富士市 金 7:00 PM 静岡ワンデー オープン O カトリック富士教会 富士市南町1-30
岳南鉄道吉原本町駅より徒歩3
分

伊東市 金 7:00 PM 静岡ワンデー オープン O 日本キリスト教団　宇佐美教会 静岡県 伊東市 宇佐美 1719-5 宇佐美駅 徒歩10分

田方郡 土 7:00 PM 静岡ワンデー オープン O 函南町シルバー人材センター 田方郡函南町仁田33
伊豆箱根鉄道大場駅より徒歩10
分

伊豆の
国市

土 7:00 PM 静岡ワンデー オープン O 韮山農村環境改善センター 伊豆の国市四日町210-3
伊豆箱根鉄道韮山駅より徒歩12
分

浜松市 火 6:30 PM リトルブラウン オープン O 浜北文化センター新館１階　談話室 浜松市浜北区貴布祢291−1 遠州鉄道浜北駅より徒歩5分

浜松市 水 6:30 PM リトルブラウン オープン O 南陽協働センター 浜松市南区下江町462
浜松駅より遠州温泉行きバス下
江町バス停下車徒歩6分

浜松市 金 6:00 PM リトルブラウン オープン O 1時間半 浜松市中区城北Uホール 浜松市中区城北1-8-1 JR浜松駅から約25分

浜松市 土 5:30 PM リトルブラウン オープン O 1時間 西部協働センター 浜松市中区広沢1-21-1 浜松駅よりバスで10分

御殿場市

静岡市
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

日 3:00 PM HOPE OF STAR オープン O 甲府中央教会南西望みの家
甲府市下石田2-2-10
日本基督教団東海地区事務所内

甲斐住吉駅より徒歩30分。甲府
駅南口より徒歩30分

日 7:00 PM 甲府 オープン O 甲府カトリック教会 甲府市中央2-7-10 甲府駅南口より徒歩10分

富士吉田
市

日 7:00 PM 富士山 オープン O 第1,2週のみ 上吉田コミュニティーセンター 富士吉田市上吉田4-9-11 富士山駅より徒歩15分

甲府市 月 7:00 PM 甲府 オープン O 甲府カトリック教会 甲府市中央2-7-10 甲府駅南口より徒歩10分

月 7:00 PM オールウェイズ オープン O 上吉田コミュニティーセンター 富士吉田市上吉田4-9-11 富士山駅より徒歩15分

月 7:00 PM レイクサイド オープン O 八ヶ岳伝導所 北杜市高根町箕輪2256

都留市 火 7:00 PM オールウェイズ オープン O 男女共同参画推進センター ぴゅあ富士 都留市中央3-9-3
富士急行線 都留市駅・谷村町
駅から徒歩10分

大月市 火 7:00 PM HOPE OF STAR オープン O § 大月新生教会 大月市御太刀1-4-10 JR大月駅南口より徒歩10分

火 7:00 PM マスカット オープン O § 南西公民館 甲府市国母6-4-2 JR国母駅より徒歩10分

水 7:00 PM HOPE OF STAR オープン O 愛宕町教会 甲府市北口3-4-23 甲府駅北口より徒歩10分

水 7:00 PM パラノイア オープン O 山城カトリック教会 甲府市小瀬町654 甲斐住吉駅より徒歩20分

水 7:00 PM グレース オープン O 富士吉田カトリック教会 富士吉田市上吉田3-5-7 富士山駅より徒歩15分

水 7:00 PM ノア オープン O 山梨市憩いの場 山梨市小原西952-2 山梨市駅より徒歩10分

甲府市 木 7:00 PM パラノイア オープン O 甲府中央教会南西望みの家
甲府市下石田2-2-10
日本基督教団東海地区事務所内

甲斐住吉駅より徒歩30分。甲府
駅南口より徒歩30分

韮崎市 木 7:00 PM レイクサイド オープン O 韮崎カトリック教会 韮崎市若宮3丁目10−1 韮崎駅より徒歩15分

木 7:00 PM 富士山 オープン O 上吉田コミュニティーセンター 富士吉田市上吉田4-9-11 富士山駅より徒歩15分

木 7:00 PM 信玄 オープン O 甲府キリスト福音教会 甲府市武田3-17-4 甲府駅北口より徒歩5分

甲府市 金 7:00 PM 甲府 オープン O ＃
山梨県ボランティアNPOセンター
会議室

甲府市丸の内2-35-1 JR甲府駅南口より徒歩10分

南都留市 金 7:00 PM レイクサイド オープン O 富士聖ヨハネ学園 山梨県南都留市忍野町忍草2748 富士山駅よりバスで20分

金 7:00 PM HOPE OF STAR オープン O ヨハン甲府キリスト教会 甲府市朝日1-5-3 甲府駅北口より徒歩6分

金 7:00 PM 信玄 オープン O 甲府学生クリスチャンセンター 甲府市武田3-7-2 甲府駅北口より徒歩15分

土 7:00 PM 甲府 オープン O 山梨県立青少年センター 甲府市川田町517 石和温泉駅より徒歩15分

土 7:00 PM マスカット オープン O 甲府中央教会南西望みの家
甲府市下石田2-2-10
日本基督教団東海地区事務所内

甲斐住吉駅より徒歩30分。甲府
駅南口より徒歩30分

土 7:00 PM ノア オープン O 北公民館 甲府市湯村3-5-20 甲府駅北口より徒歩30分

富士吉田
市

土 7:00 PM リバティ オープン O 上暮地コミュニティセンター 富士吉田市上暮地4-16-15 寿駅より徒歩15分

甲府市

甲府市

富士吉田
市

山梨県
甲府市

富士吉田
市

富士吉田
市
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

長野県
上田市

月 6:15 PM 長野 オープン O 1時間 ＊＃ 上田カトリック教会 上田市常田2-2-1
しなの鉄道・上田駅より徒歩10
分。P有

佐久市 火 6:15 PM 長野 オープン O 1時間 ＊＃ 野沢会館 生涯学習センター 長野県佐久市取手町183
小海線・北中込駅より徒歩30
分。P有

長野市 水 6:15 PM 長野 オープン O 1時間 ＊＃ 長野カトリック聖フランシスコ教会 長野県長野市西鶴賀町1491-12
長野電鉄権堂駅より徒歩5分。P
有

松本市 木 6:15 PM 松本 オープン O 1時間 南松本なんなん広場 松本市芳野4-1 南松本駅より徒歩10分

松本市 土 6:15 PM 松本 オープン O 1時間 要確認 ＊＃§ 松本カトリック教会 松本市丸の内9-32
JR／松本電鉄、松本駅より15
分。P有

40 Group　 94 Meeting

【南関東エリアフォン 050-6867-3765 対応時間 17：00～21：00】
★各ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡先★
●神奈川県 ◇ホワイトピーナッツ：080-3423-3114 ◇湘南HOPE：080-1193-7699 ◇横浜アウトサイダー：080−7008−2834 ◇サンクチュアリ：0906110-7888 ◇オレンジ：045-731-8666 ◇横浜ＮＡ：090-9268-8785
◇グリーンルーム：080-2151-4273 ◇川崎リバーサイド：070-1316-2175 ◇クリーン＆メローズ：080-5695-7029 ◇アフターセッション：080-5007-4674 ◇デスパラード：080-1179-3176 ◇ＷＩＬＬ：080-6507-3558
◇相模原：070-1409-4547 ◇クロスアディクト：080-3750-9186 ◇横浜レインボー：050-6876-4045 ◇デッドオアアライブ：090-3570-1721 ◇ひかり：070-3606-6966  ◇a little luck：080-3922-9726 ◇ネバーアローン：070-3850-4672
●静岡県 ◇静岡 Ｏｎｅ Ｄａｙ：080-9721-7750 ◇R150：090-9268-8785 Sunny whether：080-9277-0214 ◇リトルブラウン：070-2158-5625
●山梨県 ◇甲府：080-4051-3911 ◇マスカット：090-4416-3232 ◇リバティ：070-1506-6002 ◇パラノイア：080-3509-5156 ◇レイクサイド：0555-72-9760 ◇オールウェイズ：070-4497-3342 ◇富士山：090-2907-7844
◇信玄：080-5870-4723 ◇ノア：080-3145-1480 ◇HOPE OF STAR：080-9822-0911 ◇グレース：080-4131-9899 ◇シャンティ:090-3449-3804
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2023/2/21

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

日 3:30 PM カナリア オープン O 　第2,4週=L
1時間
＊＃§

名古屋ダルク 名古屋市北区大曽根1-16-6 市営地下鉄・平安通駅より。

日 6:00 PM
ジャスト・トライ・アゲ
イン

オープン S 奇数週のみ
1時間
＃

カトリック城北橋教会 名古屋市北区金城1-1-57 名城公園駅　8分

豊橋市 日 6:00 PM 三河・愛 クローズド S ＊＃ 三河ダルク
豊橋市新吉町73
先大手ビルE棟104号

JR・名鉄線、豊橋駅東口より
徒歩12分

名古屋市 日 7:00 PM F・ファイターズ オープン O 第2,4週のみ ＃§ ユメリア徳重内 名古屋市緑区鳴海町字徳18-41
地下鉄桜通線、徳重駅1番出
口より徒歩1分。P有

岡崎市 日 7:10 PM なごみ オープン O
1時間
＃ 岡崎げんき館 岡崎市若宮町2-1-1

名鉄東岡崎駅。北口バスターミナル
乗場２より、岡崎げんき館前下車

名古屋市 月 7:00 PM ステップ・ワークス オープン O
1時間
＊＃§

名古屋市女性会館 名古屋市中区大井町7-25
地下鉄名城線「東別院」1番
出口より徒歩3分。P有

名古屋市 火 6:30 PM 月の風 オープン O 建物外での喫煙可 ＃ 中部教区センター 2階 集会室 名古屋市昭和区明月町2-28-1

地下鉄桜通線「御器所」駅下
車4番出口 　桜山方面に南下
直進、交番の角を右折
駐車場無し

月 7:00 PM 三河・愛 オープン O 第2週=GSM
1時間
＊＃

豊橋東田教会 豊橋市前畑町112 東田坂上駅

火 7:00 PM スティル・リビング オープン O ＊＃ こども未来館ココニコ2階研修室 豊橋市松葉町3-1

岡崎市 火 7:10 PM なごみ オープン O
1時間
＃

岡崎げんき館 岡崎市若宮町2-1-1
名鉄東岡崎駅。北口バスター
ミナル乗場２より、岡崎げん
き館前下車

春日井市 火 7:00 PM リアライズ オープン O
1時間
＊＃

味見ふれあいセンター 春日井市西本町1-15-1

水 6:30 PM フェイス オープン O 第1週=T
1時間
＊＃§

名古屋市総合社会福祉会館7階 名古屋市北区清水4-17-1
地下鉄名城線、黒川駅1番出
口

水 7:00 PM インパクト オープン O ＊＃ 東山カトリック教会 名古屋市千種区唐山町1-52
地下鉄東山線、本山駅3番出
口より
徒歩10分 P有

水 7:00 PM ステップ・ワークス オープン SL 第3週=T,GSM ＊＃§ 名古屋市女性会館 名古屋市中区大井町7-25
地下鉄名城線「東別院」1番
出口より徒歩3分。P有

豊橋市 水 7:00 PM スティル・リビング オープン O ＃§ オレンジプラザ 豊橋市松葉町2-63 カリオンビル
名鉄新豊橋駅、JR豊橋駅より
徒歩9分。P有

一宮市 水 7:00 PM SKY オープン O
H29.10.11ス
タート

カトリック一宮教会 一宮市大宮1-7-1
JR尾張一宮から徒歩10分
名鉄一宮から徒歩5分

木 6:30 PM ルーツ オープン O 第3週=D ＊＃ 城北橋カトリック教会 名古屋市北区金城1-1-57
地下鉄名城線、名城公園駅2
番出口

木 6:30 PM Rainbow クローズド G/L 第1週のみ ＊＃§ 二葉館,または撞木館
名古屋市東区橦木町3-23、
橦木町2-18（撞木館）

高岳駅

木 7:00 PM うさぎ クローズド WL
1時間
＊＃§

名古屋市総合福祉会館7階 名古屋市北区清水4-17-1
地下鉄名城線、黒川駅1番出
口

木 7:00 PM フェイス オープン O ＊＃§
ナディアパークデザインセンタービル
6階

名古屋市中区栄3-18-1

地下鉄・栄駅7,8番出口より南
へ徒歩7分。地下鉄名城線・矢
場町駅5,6番出口より西へ徒歩5
分

安芸市 金 7:00 PM NA東あいち オープン O
1時間
＊＃§

カトリック安城教会 安城市池浦町池西 池浦町池西69
名鉄『新安城』駅下車徒歩10分
JR『三河安城』駅下車徒歩22分

豊橋市 木 7:00 PM スティル・リビング オープン O
1時間
＃

豊橋昇天教会 豊橋市八町通3−152
豊橋駅東口より市電、市役所前
下車。徒歩1分。長屋病院近く

岡崎市 木 7:10 PM なごみ オープン O 第2週=GSM
1時間
＃

岡崎げんき館 岡崎市若宮町2-1-1
名鉄東岡崎駅。北口バスターミ
ナル乗場２より、岡崎げんき館
前下車

金 6:30 PM 月の風 オープン O 第3週=GSM
1時間
＊＃§

みこころセンター2階C 名古屋市中区丸の内3-6-43 久屋大通駅

金 7:00 PM 家康 オープン O 第1週=S
1時間
＊＃§

名古屋市総合福祉会館7階 名古屋市北区清水4-17-1
地下鉄名城線、黒川駅1番出
口

愛知県
名古屋市

名古屋市

豊橋市

名古屋市

名古屋市
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

金 7:00 PM 三河・愛 オープン O
1時間
＊＃§ あいトピア2階 ボランティア活動室 豊橋市前畑町115

豊橋駅より豊橋鉄道、市内線
乗車、東田坂上電停下車

土 2:00 PM Rainbow オープン G/L 第3週のみ 1時間 コミュニティセンターRise
名古屋市中区栄4-18-16
NEWSビル 3F

地下鉄東山線栄駅12番出口より
徒歩10分、地下鉄名城線矢場町
駅1番出口より徒歩5分

土 6:00 PM Rainbow オープン G/L 第4週のみ ＃§ 揚輝荘聴松閣集会室 名古屋市千種区法王町2-5-17
地下鉄東山線覚王山駅1番出
口より徒歩10分

土 7:00 PM インパクト オープン O ＃ 名古屋市総合福祉会館7階 名古屋市北区清水4-17-1
地下鉄名城線、黒川駅1番出
口

土 7:00 PM 家康 オープン O 20203/7～ 名古屋市千種生涯学習センター 名古屋市千種区振甫町3-34
東山線「池下」1番口徒歩1分
市バス「振甫」下車すぐ東

岩倉市 土 7:00 PM 一歩 オープン O A N ＃§ 岩倉市ふれあいセンター 岩倉市西市町無量寺2-1
名鉄犬山線「岩倉駅」より徒
歩10分

土 7:00 PM スティル・リビング オープン O ＃§ オレンジプラザ 豊橋市松葉町2-63 カリオンビル
名鉄新豊橋駅、JR豊橋駅より
徒歩9分。P有

日 6:30 PM good blance オープン 1時間 ＃ 穂の国とよはし芸術文化劇場PLAT ２F 豊橋市西小田原123番地
JR・名鉄線、豊橋駅直結
徒歩3分

日 6:00 PM Mie O'hana オープン L ＃ 三重ダルク2階 津市栄町3-130 JR/近鉄、津駅下車

月 7:00 PM Mie O'hana オープン V ＃＊§
津駅ビル　アスト津3階
市民活動センター

津市羽所町700　アスト津3階 JR/近鉄、津駅より

月 7:00 PM Muscle Brain オープン O 1時間 新町集会所 2F　和室 津市白塚2496-1
近鉄名古屋線 白塚駅
徒歩5分

鈴鹿市 火 7:00 PM Mie O'hana オープン O
1時間
＃§

白子駅前会館 鈴鹿市白子駅前31-1 白子駅より徒歩5分

火 7:00 PM Rainbow クローズド G/L 第2週のみ
1時間
＃＊§

市民活動センター 津市羽衣町700 津駅ビル3階

木 7:00 PM Mie O'hana オープン L ＃§ 三重県カトリツク研宗館 三重県津市西丸之内25−１ 津新町駅下車徒歩6分

松阪市 金 7:00 PM Mie O'hana オープン OC
1時間
＃＊ 松阪カトリック教会　マリア館 松阪市殿町1278-1 近鉄、松阪駅下車。P有

伊賀市 水 7:00 PM ひふみ オープン O 1時間
上野ふれあいプラザ3階 社会福祉協議会
ミーティングルーム

三重県伊賀市上野中町2976-1
伊賀鉄道伊賀線『上野市』駅
下車徒歩3分

四日市市 土 7:00 PM Mie O'hana オープン K
1時間
＃＊§

四日市市総合会館3階　社会適応訓練室 四日市市諏訪町2-2 近鉄、四日市駅下車

伊賀市 土 7:00 PM ひふみ オープン O
1時間
＃＊§

上野聖ヨハネ教会 伊賀市上野忍町2701 上野市駅より徒歩10分

津市

豊橋市

三重県
津市

名古屋市
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

岐阜県
岐阜市

日 6:00 PM Pure Flow オープン L ＃＊§ ハートフルスクエアG 岐阜市橋本町1-10-23 JR岐阜駅下車

可児市 月 6:30 PM スイング クローズド WO ＃＊§ かにNPOセンター
岐阜県可児市下恵土5166-1
総合会館分室

岐阜市 月 7:00 PM 岐阜 オープン O
1時間
＃

岐阜市民福祉活動センター
2階 中会議室

岐阜県岐阜市都通2-2

JR岐阜駅バス乗り場10より鏡島
市橋行または、7よりリバーサ
イド行にて福祉センター保健所
前

各務原市 火 7:00 PM SKY オープン O
1時間
＃＊§

日本基督教団各務原教会 岐阜県各務原市蘇原沢上町1-34
名鉄各務原線・六軒駅より徒
歩8分

岐阜市 水 7:00 PM Pure Flow オープン O
1時間
＃§

岐阜市民福祉活動センター
2階 中会議室

岐阜県岐阜市都通2-2

JR岐阜駅バス乗り場10より鏡島
市橋行または、7よりリバーサ
イド行にて福祉センター保健所
前

各務原市 木 7:00 PM Pure Flow オープン O 20:15まで ＃ 鵜沼東福祉センター 各務原市鵜沼山崎町4-8
名鉄新鵜沼駅より徒歩5分。
JR鵜沼駅より徒歩2分

岐阜市 金 7:00 PM SKY オープン O
第1,2週=S
第3週=Q&A
第4,5週=T

1時間
＃＊§

市橋コミュニティーセンター 岐阜市市橋6-13-25 JR西岐阜駅下車

大垣市 土 7:00 PM Pure Flow オープン O ＃§ 大垣ルーテル教会 大垣市林町7-141 東海道線大垣駅より徒歩12分

26 Group　 51 Meeting

■中部エリア・インフォメーション・サービス：090-1299-2190



 8　関　西　エ　リ　ア 1
2023/5/6

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

大阪府
東大阪市

月 7:00 PM ピースオブマインド オープン O 第1週=S ＃＊ 布施カトリック教会 大阪府東大阪市永和1-10-10
近鉄河内永和駅、俊徳道駅よ
り徒歩5分

高槻市 月 7:00 PM 北大阪RE:Birth オープン O
1時間
＃＊

高槻カトリック教会 大阪府高槻市野見町2-26
阪急・高槻市駅下車、徒歩約
6分。　JR・高槻駅下車、徒
歩約15分。P有

枚方市 月 7:00 PM NA わ グループ オープン O 第1.3.5週
1時間
＃＊

ちいさいほいくえん「みんなの里」 大阪府枚方市樟葉並木２丁目28-4
京阪電車「樟葉駅」下車東へ
徒歩８分

火 6:45 PM サザンクロス オープン O
祝祭日は中止

第1週=S
第2週=T

1時間
＊§

堺市総合福祉会館 2階 大阪府堺市堺区南瓦町2-1
南海高野線「堺東」駅より西へ
徒歩10分。（堺郵便局裏）

水 7:00 PM Welcome オープン O 第3週＝GSM 1時間 カトリック堺教会 大阪府堺市堺区向陵中町6-2-3
JR阪和線三国ヶ丘駅より徒歩5分
/南海高野線三国ヶ丘駅より徒歩
5分/駐車場有

北区 日 7:00 PM 絆 オープン O

第1週=GSM
第2週=S
最終週=A 日蓮宗 詮量山 妙福寺 大阪市北区末広町1-5

地下鉄堺筋線「扇町」より徒
歩10分。谷町線、堺筋線「南
森町」駅より10分。JR環状
線、天満駅、東西線、大阪天
満宮駅より徒歩10分

淀川区 火 7:00 PM ナルティ
オープン
※第2週のみ
クローズド

O
第1週=GSM
第2週=T
最終週=A

♯1時間 聖贖主教会（せいあがないぬし）
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
日本聖公会

阪急電車、十三駅より8分

西区 火 7:30 AM 阿波座 オープン O
第1週=GSM
第3週=A

1時間
§＊

川口キリスト教会 大阪市西区川口1-3-8
地下鉄中央線、千日前線・阿波
座駅7,8,10番出口より5分

天王寺区 水 11:00 AM 大阪ユニティ オープン O
第1週=GSM

第3週
最終週=S,T

1時間
♯＊

大阪城南キリスト教会
大阪市天王寺区東上町8-30　日本
聖公会

環状線・地下鉄・近鉄、鶴橋
駅より8分

東淀川区 水 7:00 PM 北大阪RE:Birth オープン O
第1週=GSM
最終週=A

１時間
＃＊

日本キリスト教団大阪淡路教会 大阪市東淀川区東淡路2-7-5
阪急淡路駅南出口より東淀川
区役所出張所方面に向かい、
幼稚園の隣の教会。

堺市 水 7:00 PM Welcome オープン O 第３週＝GSM
１時間
＃＊

カトリック堺教会 大阪府堺市堺区向陵中町6-2-3
JR阪和線三国ヶ丘駅より徒歩
5分／南海高野線三国ヶ丘駅
より徒歩5分 駐車場有

天王寺区 木 7:00 PM ピースオブマインド オープン O
第1週=T,GSM
最終週=A

1時間
♯＊

大阪城南キリスト教会
大阪市天王寺区東上町8-30　日本
聖公会

環状線・地下鉄・近鉄、鶴橋
駅より8分

5:00 PM 女性のみ
毎月

第2木曜日のみ

7:00 PM オープン 第1週=GSM

8:10 PM オープン
毎月

第3木曜日のみ
21:05
まで

天王寺区 金 7:30 PM セレニティ オープン S
第１週＝S
第２週＝T
第３週＝A

1時間
♯＊

大阪城南キリスト教会
大阪市天王寺区東上町8-30　日本
聖公会

環状線・地下鉄・近鉄、鶴橋
駅より8分

東住吉区 土 7:00 PM サザンクロス オープン O
祝祭日は中止第
1週=GSM第3週=A

1時間
§＊

大阪市立早川福祉会館 大阪市東住吉区南田辺1-9-28
地下鉄谷町線「駒川中野」下
車、西へ徒歩10分。（南住吉
消防署前）

西成区 土 6:00 PM Welcome オープン O
最終週は19:00
よりビジネス
ミーティング

1時間
§＊

日本基督教団　玉出教会 大阪市西成区玉出東 2-1-14

阪堺線東玉出駅より徒歩1分
大阪メトロ四ツ橋線玉出駅より徒歩
10分
南海本線岸里玉出駅より徒歩5分
教会敷地内には18:40迄入らない様に
お願い致します。

堺市

城東区 木 OCozy

1時間
♯＊

JR京橋駅南口より南へ約
600m。地下鉄長堀鶴見縁地
線・大阪ビジネスパーク駅4
番出口より東へ約700m。京阪
線・京橋駅中央口より南へ約

850m。

クレオ大阪東 大阪市城東区鴫野西2-1-21
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

京都府
下京区

日 3:30 PM 京都みやび オープン O
第1週=GSM

最終週＝クローズ
ド

1時間 下京いきいき市民活動センター 本館 京都市下京区上之町38
京都駅（北側）塩小路通りを東
に約15分。河原町通り塩小路通
り交差点より東入る

東山区 日 4:00 PM 京都 オープン O １時間＃ 京都市東山いきいき市民活動センター
京都市東山区3条通大橋東入2丁目
下る巽町442番地の9

地下鉄東西線、東山駅、より
徒歩10分。京阪電車・三条駅
より徒歩10分。

伏見区 月 7:00 PM 京都有志 オープン O
第一週＝GSM
最終週＝A

1時間
＊§ 桃山キリスト教会 京都市伏見区御香宮門前町184

近鉄、京阪ともに桃山駅より
徒歩5分

上京区 火 7:00 PM YELL オープン O

女性＆LGBTQ
（女性の支援者
も参加できま
す）

1時間
＊§ バザール・カフェ 京都市上京区岡松町258

地下鉄烏丸線、今出川駅より
5分

伏見区 火 7:00 PM おたべ オープン O
1時間
＃＊

愛隣音楽センター2F 京都市伏見区向島二ノ丸町151-34
近鉄京都線「向島」駅より徒
歩約8分

伏見区 水 7:00 PM 京都 オープン
S 第1週=T

最終週=A

1時間
＃
R2

伏見イマジン会場 京都市伏見区桃山町泰長老179−1

京阪電車「伏見桃山」駅下車徒
歩７分
近鉄電車「桃山御陵前」駅下車
徒歩６分

木津川市 水 7:00 PM プライムタイム オープン O 祝祭日なし
1時間
＃＊§

木津川市中央交流会館
「いずみホール」

木津川市木津宮ノ内92
地下鉄烏丸線「五条」下車
徒歩10分

南区 木 7:00 PM 響 オープン O 最終週=A ＃＊§ 地域福祉センター希望の家 京都市南区東九条東岩本町31
京阪線・東福寺駅、地下鉄・
九条駅駅より徒歩10分

中京区 金 7:00 PM 京都 オープン O 第1週=GSM 1時間＃ みぶ身体障害者福祉会館 京都市中京区壬生坊城町19-4 立体駐車場あり

水 2:00 PM 福井 クローズド
R5 4/12～

開始 1時間 福井キリスト教会 福井市町屋3-20-17
まつもと町屋駅より徒歩5分
禁煙、駐車場あり、バリアフ
リーではありません

木 7:00 PM 福井 オープン
R5 3月一杯

で閉鎖 1時間 AOSSA 福井市手寄1-4-1　AOSSA７階 707 福井駅東口より徒歩１分

福井県
福井市
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考
奈良県
大和高田

市
日 5:30 PM ジミーK オープン OTL ＊＃ 大和高田カトリック教会 奈良県大和高田市大中南6-11 近鉄高田市駅徒歩5分。

奈良市 水 7:00 PM ジミーK オープン O
1時間
♯＊

奈良ボランティアインフォメーションセン
ター1階会議室

奈良県奈良市三条本町13-1
はぐくみセンター（奈良保健所・
教育総合センター内）

JR奈良駅西口より南へ200m。
P有

奈良市 金 7:00 PM ジミーK クローズド W
1時間
＊＃

奈良ボランティアインフォメーションセン
ター1階会議室

奈良県奈良市三条本町13-1
はぐくみセンター（奈良保健所・
教育総合センター内）

JR奈良駅西口より南へ200m。
P有

奈良市 金 3:00 PM 奈良保護観察所 オープン O
1時間
＊＃

奈良保護観察所 小会議室
奈良県奈良市登大路1-1
奈良地方法務合同庁舎1階

近鉄奈良駅より徒歩3分。入
館時受付にて氏名の記入が必
要。

大和高田
市 土 6:30 PM ジミーK オープン 第3週のみ開催

1時間
＊＃ ぎゃらりぃど　まさき

大和高田市北本町12-14正木ビル３
F

近鉄高田市駅徒歩1分
禁煙　隣にPあり

火 和歌山 LOVE&PEACE

木 和歌山 LOVE&PEACE

和歌山市 水 4:00 PM 和歌山 LOVE&PEACE オープン 和歌山保護観察所
和歌山県和歌山市二番丁３　和歌
山地方合同庁舎6階

JR和歌山駅から和歌山バス「和
歌山市駅行き」に乗車→「公園
前」下車徒歩5分／南海和歌山市
駅から和歌山バス「JR和歌山駅
行き」に乗車→「公園前」下車
徒歩5分

日 7:00 PM 滋賀トータルリコール オープン O 第3週＝GSM ＃ 大津市ふれあいプラザ和室
滋賀県大津市浜大津4-1-1
明日都浜大津4階

京阪電鉄石山坂本線「浜大
津」駅より徒歩3分。JR琵琶
湖線「大津」駅より徒歩15分

月 7:00 PM 滋賀トータルリコール オープン O ワーカーズ
働いている方のみ びわこダルク 滋賀県大津市丸の内8-9

京阪電車「善所本町」駅下車
徒歩15分

草津市 火 7:00 PM 滋賀トータルリコール オープン O 第3週=A
1時間
♯＊

カトリック草津教会 滋賀県草津市草津1-9-21

近江八幡
市 水 7:00 PM 滋賀トータルリコール オープン O 第2.第4週のみ 1時間 近江金田教会 近江八幡市鷹飼町1575

P有

日 7:00 PM 滋賀トータルリコール 第3週＝GSM
明日都浜大津１F大津市
ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ会議室

滋賀県大津市浜大津4-1-1
京阪京津･石山阪本線浜大津
駅より徒歩3分､JR琵琶湖線大
津駅より徒歩15分

水 7:00 PM ラストフォートびわこ オープン O 1.3.5週のみ 1時間 大津支所市民センター 滋賀県大津市本丸町6-40
JR東海道本線/琵琶湖線「近江八
幡」駅。近江鉄道「近江八幡」
駅より徒歩3分

木 6:00 PM 滋賀トータルリコール オープン O 1時間 晴嵐市民センター 2F視聴覚室 滋賀県大津市北大路1丁目9-5

金 5:00 PM 滋賀トータルリコール オープン O 1時間♯ 雄琴市民センター 滋賀県大津市雄琴1-17-2
JR・京阪「石山」駅より南へ
徒歩7分

土 7:00 PM 滋賀トータルリコール オープン O
第2週=GSM
第4週=T びわこダルク 滋賀県大津市丸の内8-9

京阪電車「善所本町」駅下車
徒歩15分

第5週土曜日の
みびわこダルク
で行います。

7:00 PM W

滋賀県
大津市

クローズド
女性のみ

大津市

和歌山県
和歌山市

1時間

和歌山バス 和歌浦中央病院
前下車徒歩3分日本イエス・キリスト教団　和歌山教会 和歌山県和歌山市塩屋6丁目3－10
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

兵庫県
西宮市

日 6:00 PM 夙川 オープン O
1時間
♯＊

夙川カトリック教会 兵庫県西宮市霞町5-40

神戸市 日 4:00 PM ヘルズキッチン オープン O
1時間
♯＊

カトリック六甲教会 神戸市灘区赤松町3-1-21
阪急六甲駅より徒歩9分
喫煙所あり、Pあり

明石市 月 7:00 PM ヘルズキッチン オープン O 祝日は休み 1時間＊ 神戸市総合福祉センター
兵庫県神戸市中央区橘通り3－4－1
「神戸市総合福祉センター」４F

神戸高速駅徒歩2分、JR神戸
駅徒歩10分、地下鉄大倉山駅
徒歩3分　祝日はお休み
バリアフリー、喫煙所なし、
近隣コインPあり

神戸市 火 7:00 PM ヘルズキッチン オープン O 最終週はGSM 1時間＊ 日本基督教団 明石教会 兵庫県明石市東仲ノ町3ー5

JR・山陽電鉄「明石駅」東へ
徒歩8分祝祭日、年末年始変
更有(要事前に確認)テーマ
ミーティング喫煙所なし、近
隣コインPあり

尼崎市 火 7:00 PM ダウンタウングループ オープン O 1時間＊ カトリック尼崎教会 兵庫県尼崎市北大物町16-12 阪神電車尼崎駅 徒歩13分

神戸市 金 2:00 PM ポコアポコ オープン O 最終週はGSM 1時間＊ オンラインミーティング
ZOOM ID 893-9502-7053
パスワード 123123

姫路市 水 7:00 PM 姫路 オープン O
第1,3週のみ
第1ステップ 1時間＃ 姫路カトリック教会 兵庫県姫路市本町68

神戸高速駅より徒歩2分。JR
神戸駅より徒歩10分。地下鉄
大倉山駅より徒歩3分

西宮市 水 7:00 PM 神戸リバティ オープン O 第1週=A 甲子園カトリック教会 兵庫県西宮市甲子園町20-14

JR姫路駅を北に出て山陽電鉄
姫路駅の南側「神姫バス」乗
り場から
「平野南口」行きに乗車、
「国立病院前」下車すぐ

木 7:00 PM 神戸リバティ オープン OL
第3週=GSM
第4週=A ＊ カトリック神戸中央教会 神戸市中央区中山手通1-28-7

JR・地下鉄三宮駅より徒歩20
分。阪神バス吾妻通4丁目バ
ス停すぐ。阪神電鉄春日野道
駅西口より徒歩8分。阪急電
鉄春日野道駅より徒歩15分

木 10:00 AM アイリス尼崎
クローズド
女性のみ 小田北生涯学習プラザ

尼崎市潮江1-11-1-101
ラヴェール尼崎1階2階

JR尼崎より徒歩5分

金 2:00 PM ポコアポコ オープン O 最終週はGSM
1時間
＊

オンラインミーティング
ZOOM ID 893-9502-7053
パスワード 123123

金 7:00 PM アイリス尼崎
クローズド
女性のみ

第1.第3週のみ 小田北生涯学習プラザ
尼崎市潮江1-11-1-101
ラヴェール尼崎1階2階

JR尼崎より徒歩5分

金 7:00 PM エクゼプト・ザ・グッド オープン O
第1週=GSM
最終週=A

1時間
＊

金 7:00 PM ヘルズキッチン オープン O
1時間
＊

土 7:30 PM 加古川 オープン O
1時間
＊

加古川市総合福祉会館
兵庫県加古川市加古川町寺家町
177-12

JR加古川駅より南西に約10分

土 7:00 PM ヘルズキッチン オープン S 第4週はT
1時間半

＊
神戸イエス団教会　隣接 天国カフェ

神戸市中央区吾妻通4-1-6
賀川記念館4F

阪急・地下鉄「三宮」駅より
徒歩12分。JR「三ノ宮」駅よ
り徒歩12分。阪神三宮駅より
徒歩15分
阪神春日野道駅より徒歩7分

神戸市

カトリック神戸中央教会 神戸市中央区中山手通1-28-7

JR・地下鉄三宮駅より徒歩20
分。阪神バス吾妻通4丁目バ
ス停すぐ。阪神電鉄春日野道
駅西口より徒歩8分。阪急電
鉄春日野道駅より徒歩15分

■関西エリア・インフォメーション：080-5703-4121 ■トータル・リコール・グループ：077-521-2944（呼） ■ジミーKグループ：080-2444-4472 ■LGBT京都グループ：080-6787-0105 ■兵庫県インフォメーション：090-9283-2256



 8　関　西　エ　リ　ア 5
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曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考
32Group　 60 Meeting



 9　中　国　エ　リ　ア
1

2022/10/10

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

兵庫県
豊岡市

日 3:00 PM 鳥取 オープン O 1時間 豊岡カトリック教会 兵庫県豊岡市妙楽寺28 P有。豊岡駅より徒歩19分

月 7:00 PM 鳥取 オープン O 鳥取ダルク 鳥取県岩美郡岩美町牧谷645-4
JR山陰本線「岩美」駅より徒
歩30分。P有

火 7:00 PM 鳥取 オープン O
※H29年8月で
一時閉館

＃＊
岩美中央公民館
　※H29年8月で一時閉館

鳥取県岩美郡岩美町浦富1038-6
JR「岩美」駅より徒歩10分。
P有

火 7:00 PM 鳥取 オープン O ＃§＊ 岩美シルバー人材センター第1会議室 鳥取県岩美郡岩美町浦富1041-1
JR「岩美」駅より徒歩11分。
P有

鳥取市 水 7:00 PM 鳥取 オープン ST 第3週=A C ＃＊ 鳥取カトリック教会 鳥取市西町1-455 JR鳥取駅より徒歩25分。P有

米子市 木 6:00 PM 鳥取 オープン O ＃§＊ 米子ふれあいの里 鳥取県米子市錦町1-139-3
JR境線・後藤駅から徒歩約10
分。米子駅より徒歩20分。P
有

岩美郡 木 7:00 PM 鳥取 オープン O 鳥取ダルク 鳥取県岩美郡岩美町牧谷645-4
JR山陰本線「岩美」駅より徒
歩30分。P有

倉吉市 金 7:00 PM 鳥取 オープン O ＃＊ 倉吉カトリック教会 倉吉市福吉町1376-4 JR倉吉駅より徒歩45分。P有

金 7:00 PM マリア オープン O 最終週=GSM ＃＊ さざんか会館 1階大会議室 鳥取市富安2-104-2 JR鳥取駅より徒歩3分。P有

土 4:00 PM 鳥取 オープン O 第4週=GSM ＃＊ さわやか会館 3階研修室 鳥取市富安2-104-2 JR鳥取駅より徒歩3分。P有

日 7:00 PM 岡山サニーデイズ オープン O 岡山ダルク 岡山県瀬戸内市邑久町福中477 JR邑久駅より徒歩20分P有り

月 7:00 PM 岡山サニーデイズ オープン O 岡山ダルク 岡山県瀬戸内市邑久町福中477 JR邑久駅より徒歩20分P有り

火 7:00 PM 岡山サニーデイズ オープン O ＃§＊ 長船公民館 岡山県瀬戸内市長船町土師1175-1 JR長船駅より徒歩20分P有り

水 7:00 PM 岡山 オープン O
1時間
第2,4週のみ
祝祭日はなし

＃§＊
岡山市総合福祉ボランティア・NPO会館
「きらめきプラザ」2階

岡山市南方2-13-1
JR岡山駅から岡電バス、中鉄
バス「跨線橋東」バス停より
徒歩3分。P有

水 6:30 PM 岡山サニーデイズ オープン O
第2.3.5週のみ
祝日は休場 ＃§＊ さんかく岡山　ミーティングルームA

岡山市北区表町3-14-1
アークスクエア表町

木 7:00 PM 岡山サニーデイズ オープン O

第1週＝0
第2週＝S
第3週＝T
第4週＝GSM

＃＊ 岡山カトリック教会 岡山市北区天神町6-27 JR岡山駅より徒歩20分

津山市 金 7:00 PM 岡山サニーデイズ オープン O
奇数週のみ
1時間

＃＊ 津山カトリック教会（1階） 津山市田町43 JR津山駅より徒歩15分

倉敷市 土 7:00 PM 岡山サニーデイズ オープン O 第2週＝A ＃§＊ 倉敷カトリック教会 倉敷市昭和2-1-62
JR山陽本線・倉敷駅より徒歩
5分

月 6:30 PM 広島 オープン O 1時間 ＃§＊ 安佐北区総合福祉センター 広島市安佐北区河部3-19-22 JR河部駅から徒歩15分

水 7:00 PM 広島 クローズド O ＃ 祇園カトリック教会 広島市安佐南区祇園3-6-1
JR可部線、下祇園駅より徒歩
5分

木 6:30 PM 広島 オープン O 1時間 日本キリスト教団 主城教会 広島市東区若草町6-7 P有

土 2:00 PM 広島 オープン O 広島市船越公民館 広島市安芸区船越5-22-33
JR山陽本線・呉線、海田市駅
より徒歩5分

5 Group　 22 Meeting

鳥取県
岩美郡

鳥取市

岡山県
岡山市

広島市

瀬戸内市

■中国エリア・フォンライン：070-1354-8771（18:00～22:00）■広島グループ：090-4433-9197 ■岡山サニーデイズグループ：070-3777-1297 ■岡山・福山グループ：090-7547-2609 ■マリアグループ：090-9719-2888



 10　四　国　エ　リ　ア
1

2023/2/20

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

日 5:30 PM きょうだけ クローズド W

1時間
最終周バース
デーをやる時だ
け17:00〜18:30
になります。

#＊
江ノ口カトリック教会 高知
ボランティアビューロー2階

高知市本町5-6-29
高知駅から徒歩10分
P有

水 6:30 PM きょうだけ クローズド W 1時間 高知東教会 高知市大津甲1404-37

水 7:00 PM 高知 クローズド O オンライン ＊
江ノ口カトリック教会 高知
ボランティアビューロー2階

高知市新本町1-7-31
高知駅から徒歩10分
P有

日 7:00 PM さぬき オープン O ＊ 桜町教会 地下1階 高松市桜町1-8-9 P有

月 7:00 PM さぬき オープン O 高松市男女共同参画センター 高松市錦町1-20-11 P有

火 6:30 PM さぬき オープン O 香川DARCデイケア
高松市花ノ宮町1-11-15
滝ビルテナントD

P有

水 7:00 PM さぬき オープン O ＊ 桜町教会 地下1階 高松市桜町1-8-9 P有

木 7:00 PM さぬき オープン O ＊ 桜町教会 地下1階 高松市桜町1-8-9 P有

木 3:00 PM 香川牟礼 オープン O
1時間半
※毎月第4週の
み

大町コミュニティセンター 香川県高松市牟礼町大町1463-2
JR讃岐牟礼から徒歩７分
祝祭日は変更あり
禁煙、車椅子可、駐車場有

金 7:00 PM さぬき オープン O ＊ 桜町教会 地下1階 高松市桜町1-8-9 P有

土 7:00 PM さぬき オープン O ＊ 桜町教会 地下1階 高松市桜町1-8-9 P有

日 6:30 PM 徳島美波 オープン O 徳島ダルク
徳島市住吉4-3-64
ラヴィータ博愛パートⅢ202号

P有

月 6:30 PM 徳島美波 オープン O 徳島ダルク
徳島市住吉4-3-64
ラヴィータ博愛パートⅢ202号

P有

火 6:30 PM 徳島美波 オープン O 徳島ダルク
徳島市住吉4-3-64
ラヴィータ博愛パートⅢ202号

P有

水 6:30 PM 徳島美波 オープン O 徳島ダルク
徳島市住吉4-3-64
ラヴィータ博愛パートⅢ202号

P有

木 6:30 PM 徳島美波 オープン O 徳島ダルク
徳島市住吉4-3-64
ラヴィータ博愛パートⅢ202号

P有

金 6:30 PM 徳島美波 オープン O 徳島ダルク
徳島市住吉4-3-64
ラヴィータ博愛パートⅢ202号

P有

土 3:30 PM 徳島美波 オープン O 藍里病院 徳島県板野郡上板町佐藤塚東288-3 P有

5 Group　 19 Meeting

高知市

徳島市

■高知グループ：090-1324-9990 ■さぬきグループ：080-3994-4173 ■徳島美波グループ：080-3994-4173 ■きょうだけグループ：090-7787-1910 ■ 香川牟礼 najapan.shikoku@gmail.com



 11　九　州　エ　リ　ア
1

2022/6/11

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

山口県
下関市

土 1:30 PM 山口 オープン O 第2,4週のみ 下関市民センター 山口県下関市東神田町9-1
「下関駅」バス停「神向」バ
ス停まで約8分  「神向」バ
ス停から徒歩2分 P有

日 6:00 PM 北九州(オンラインのみ) オープン O ＊ 北九州市立生涯学習総合センター 北九州市小倉北区大門1-6-43

月 7:00 PM 北九州（休止中） クローズド S 最終週=T 中島市民センター 北九州市小倉北区昭和町16-2

水 7:00 PM
北九州　オンラインと
会場のハイブリッド

クローズド O
第2週=GSM
最終週=A

黒崎カトリック教会 北九州市八幡西区筒井町4-7 黒崎駅より徒歩10分

土 7:00 PM 北九州 オープン O 第2,4週
オンライン可

＃＊ 小倉インマヌエル教会 北九州市小倉北区鍛冶町2-3-9 JR小倉駅より徒歩10分

日 6:00 PM 福岡 クローズド S
第1,3,5週=T
第2,4週=S

高宮カトリック教会 福岡市南区高宮4-10-34
西鉄大牟田線高宮駅下車。徒
歩5分

火 7:00 PM 福岡 オープン O
第2週=GSM
クローズド

高宮カトリック教会 福岡市南区高宮4-10-34
西鉄大牟田線高宮駅下車。徒
歩5分

水 7:00 PM 福岡 クローズド O ＊ 福岡市民プラザ（ふくふくプラザ） 福岡市中央区荒戸3-3-39
地下鉄空港線・唐人町駅より
徒歩5分

木 7:00 PM 福岡 オープン O 美野島司牧センター 福岡市博多区美野島2-5-31
JR・地下鉄博多駅下車徒歩15
分。博多駅より西鉄バス「美
野島2丁目」下車徒歩4分

金 7:00 PM 福岡 オープン O 吉塚カトリック教会 福岡市博多区吉塚5-14-4 JR吉塚駅下車徒歩10分

土 6:00 PM 福岡 オープン O 博多市民センター 福岡市博多区山王1-13-10
地下鉄東比恵駅下車徒歩15
分。西鉄バス「山王公園前」
下車徒歩2分

久留米市 月 7:00 PM 福岡 クローズド O
最終週=A
オープン

§ サンライフ久留米 久留米市諏訪野町2363-9 西鉄久留米駅より徒歩10分

福岡県
北九州市

福岡市



 11　九　州　エ　リ　ア
2

2022/6/11

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

佐賀県
佐賀市

月 6:00 PM 佐賀
女性
クローズド

O 第1。第3 佐賀商工ビル 佐賀市白山二丁目1番12号 JR佐賀駅徒歩約15分

佐賀市 火 7:00 PM 佐賀 オープン O アバンセ 佐賀県佐賀市天神３丁目２−１１ JR佐賀駅約徒歩10分

唐津市 火 7:00 PM RIDE CLEAN オープン O 1時間 唐津市民交流プラザ
唐津市南城内１番１号 大手口セン
タービル3階

唐津バスセンター 0分

鳥栖市 火 7:00 PM サレンダー オープン O 1時間 鳥栖カトリック教会 鳥栖市本通町1丁目806 JR鳥栖駅徒歩6分

唐津市 水 7:00 PM RIDE CLEAN オープン O 1時間 唐津市都市コミュニティセンター 唐津市和多田海士町8－8

水 7:00 PM 佐賀 オープン O アバンセ 佐賀県佐賀市天神３丁目２−１１ JR佐賀駅約徒歩10分

木 7:00 PM 佐賀 オープン O 佐賀商工ビル 佐賀市白山二丁目1番12号 JR佐賀駅徒歩約15分

金 7:00 PM 佐賀（休止中） オープン O アバンセ 佐賀県佐賀市天神３丁目２−１１ JR佐賀駅約徒歩10分

土 7:00 PM 佐賀 オープン O アバンセ 佐賀県佐賀市天神３丁目２−１１ JR佐賀駅約徒歩10分

土 7:00 PM 佐賀 クローズド O 佐賀商工ビル 佐賀市白山二丁目1番12号 JR佐賀駅徒歩約15分

土 3:00 PM RIDE CLEAN オープン O 1時間 大成公民館 唐津市富士見町1－1

日 1:00 PM RIDE CLEAN オープン O 1時間 大成公民館 唐津市富士見町1－1
4月～9月海水浴場で行う場合
あり

佐賀市

唐津市



 11　九　州　エ　リ　ア
3

2022/6/11

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

長崎県
長崎市

日 3:00 PM 長崎 オープン O 1時間 男女共同参画推進センター
長崎県長崎市魚の町5-1
長崎市民会館内

路面電車、バス・公会堂前よ
り徒歩2分。有料P有

諫早市 月 7:00 PM 長崎 オープン O 1時間 諫早市たらみ会館 諫早市多良見町化屋1800
JR喜々津駅より徒歩10分。P
有

水 7:00 PM 長崎 クローズド O

20:15まで
第1,3週=T
第2週=GSM
最終週=A
[オープン]

西坂教会 長崎市西坂町7-8 JR長崎駅より徒歩5分

木 4:00 PM 長崎 クローズド W 1時間
長崎市銭座地区コミュニティーセンター3
階

長崎市宝町9-4
銭座町バス停より徒歩1分。
銭座町電停より徒歩2分

木 7:00 PM 長崎 オープン O 1時間 長崎市立図書館2階研修室 長崎市興善町1-1

路面電車・桜町電停より徒歩
5分。五島町電停より徒歩7
分。興善町バス停より徒歩1
分 有料P有

金 7:00 PM 長崎 オープン O 1時間 ＃＊ 県民交流フロア会議室
長崎市出島町2-11
長崎県民交流会館4階

出島電停、出島バス停より徒
歩3分。P有

土 7:00 PM 長崎 オープン O 1時間 愛宕カトリック教会 長崎市愛宕4-386
バス停愛宕町より徒歩3分。P
有

土 7:00 PM 2021/12/21 オープン O 1時間 愛宕カトリック教会 長崎市愛宕4-386
バス停愛宕町より徒歩3分。P
有

日 7:00 PM ディープ オープン O コンバルホール 大分市府内町1-5-38 大分駅より徒歩10分

月 7:00 PM ディープ オープン O ひこば中ビル2階 大分市金池町2-12-8 大分駅より徒歩10分

水 7:00 PM フリスタ オープン O ひこば中ビル5階 大分市金池町2-12-8 大分駅より徒歩10分

木 7:00 PM ディープ オープン O ライフパル2階 大分市府内町3-7-39 大分駅より徒歩15分

小野田市 火 7:00 PM 小野田 オープン O 小野田北若山カトリック教会・別館 山口県小野田市北若山1280

長崎市

大分県
大分市



 11　九　州　エ　リ　ア
4

2022/6/11

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

熊本県
熊本市

木 7:00 PM 熊本 オープン S
第1週=GSM,
最終週=A

健軍カトリック教会 熊本市健軍3-8-37

月 7:00 PM 宮崎 クローズド WS 第1週=T ＃＊ 宮崎市総合保健福祉センター 宮崎市花山手東3-25-2 P有

水 7:00 PM スター オープン O
第2週=GSM
第4週=A

＃＊ 宮崎県福祉総合センター 宮崎市原町2-22 P有。宮崎駅から徒歩20分

木 7:00 PM 宮崎 クローズド W 第2週=GSM ＃＊ 宮崎市総合保健福祉センター 宮崎市花山手東3-25-2 P有

金 7:00 PM ピーマン クローズド W ＊＃
宮崎県福祉総合センター
ワーキングルーム

宮崎市原町2-22 P有。宮崎駅から徒歩20分

金 7:00 PM Bud out オープン O
第5週はなし
祝日はなし

宮崎市青少年プラザ 宮崎市神宮1-2-27 P有

土 7:00 PM 宮崎 クローズド W 第4週=A ＊ 南宮崎カトリック教会 宮崎市恒久南1-11-1 JR南宮崎駅下車徒歩9分

日 1:00 PM かたつむり オープン O 第2,4週のみ 森口病院　1階会議室 鹿児島市下田町1763 JR鹿児島駅下車

月 6:30 PM かたつむり クローズド S
祭日の場合は
2:00pmより

鹿児島市民福祉プラザ４階　活動室 鹿児島市山下町15-1
JR鹿児島駅下車徒歩16分、P
有

セブンスデー・アドベンチスト隼人キリ
スト教会

鹿児島県霧島市隼人町見次937

ZOOM

17 Group　 47 Meeting

ハイブリッド金
18:30
～

19:10
チェスト オープン

Zoom ID：3131525464/パスコード:MrsV90　お問い合せ LINE ID :s5307170167

宮崎市

鹿児島県
鹿児島市

■福岡：080-6618-3144 ■北九州：080-1797-1187 ■長崎：090-9486-5141 ■宮崎：0985-38-5099（呼） ■大分：090-8225-5517 ■かたつむり：090-5940-7367 ■鳥栖セレニティー：090-2967-3192
■小野田：090-7393-8173 ■ピーマン：0985-38-5099（呼） ■チャンス：090-8249-4046 ■熊本：080-6434-8013 ■山口ふくふく：080-3972-6770 ■スター：080-5241-5099 ■唐津RIDE CLEAN：080-3281-5569
■佐賀 Group：080-5527-1592 （※土曜日 商工ビルのみ：080-3962-3873） ■ディープ：080-4275-7503 ■フリスタ：090-3607-9205



 12　沖　縄　エ　リ　ア
1

2023/1/31

曜日 時間 グループ名 種類 種類1 種類2 種類3 ミーティング場 住　　所 備　　考

宮古島市 日 6: 00PM 宮古島 オープン 平良カ ト リ ッ ク 教会 宮古島市平良字下里156－1

沖縄市 日 7: 00PM ノ アーズアーク オープン 沖縄市保健相談センタ ー 沖縄市知花６ 丁目36－17

金武町 日 6: 00PM ラ スト フ ォ ート 沖縄 オープン 金武町総合保健福祉センタ ー 金武町金武1842

中頭郡 日 7: 00PM ク リ ーンフ ィ ーンズ オープン 那覇パプテスト 教会 中頭郡西原町幸地1029－1

宜野湾市 日 4: 00PM ティ ーダ美ら 海 女性・ LGBT フ ルゴスペル教会 宜野湾市大山4丁目1－1

那覇市 月 7: 00PM 沖縄 オープン 那覇市真和志支所 那覇市寄宮2-32－1 真和志庁舎2F

那覇市 月 7: 00PM イ マコ コ オープン 那覇市保健所３ F　 多目的室Ą-B 那覇市与儀1－3－21

那覇市 月 7: 00PM ノ アーズアーク オープン 沖縄市福祉文化プラ ザ 沖縄市高原7-35-1
第五週がある場合五週目はク
ローズド

那覇市 火 7: 00PM Sout h　 Si de オープン 沖縄障害福祉事業所SYART
豊見城市字新玉橋135番地
NPKビル2-A　 START内

沖縄市 火 7: 00PM ノ アーズアーク オープン 沖縄市社会福祉センタ ー 沖縄市住吉1-14-29

国頭郡 火 7: 00PM ラ スト フ ォ ート 沖縄 オープン 漢那祈り の家 国頭郡宜野座村漢那1840-8

宜野湾市 水 7: 00PM ラ スト フ ォ ート 沖縄 女性・ LGBT 宜野湾市人材育成交流センタ ーめぶき 宜野湾市志真志1丁目15-22

宜野座村 水 7: 00PM ラ スト フ ォ ート 沖縄 オープン 漢那祈り の家 国頭郡宜野座村漢那1840-26

宜野湾市 水 7: 00PM ノ アーズアーク オープン CAFÉパピルス 宜野湾市大山2-15-14

北谷町 木 7: 00PM ク リ ーンフ ィ ーンズ オープン オールソ ウルズ教会 中頭郡北谷町字吉原101

那覇市 金 7: 00PM 沖縄 オープン 那覇市真和志支所 那覇市寄宮2-32－1 真和志庁舎2F

国頭郡 金 7: 00PM ラ スト フ ォ ート 沖縄 オープン 漢那祈り の家 国頭郡宜野座村漢那1840-8

那覇市 金 7: 30PM Sout h　 Si de ワーカ ーズ 沖縄障害福祉事業所SYART
豊見城市字新玉橋135番地
NPKビル2-A　 START内

北谷町 金 8: 00PM リ ベロ ワーカ ーズ 北谷町保健相談センタ ー 中頭郡北谷町字桑江731

宜野湾市 土 7: 00PM めぶき オープン 宜野湾市人材育成交流センタ ーめぶき 宜野湾市志真志1丁目15-22
コロナのため休止。ZOOMで代替
えミーティング実施中

宜野湾市 土 7PM ラ スト フ ォ ート 沖縄 オープン フ ルゴスペル教会 宜野湾市大山4丁目1-1

名護市 土 7PM ラ スト フ ォ ート 沖縄 オープン 名護市中央公民館 名護市港2丁目1-1

那覇市 土 7PM 琉球 オープン 那覇市保健所 那覇市与儀1-3-21

14 Group　 23 Meeting

▼沖縄エリア080-3967-9300 ▼ノアーズアーク:090-4470-1625 ▼ティーダ美ら海:080-4318-8774 ▼クリーンフィーンズ:080-3175-8146 ▼沖縄:090-8352-8652 ▼SouthSide:090-2244-5678 ▼琉球:090-1948-8048 

▼ラストフォート沖縄:090-1945-8771 ▼イマココ:090-7450-9374 ▼リベロ:080-3220-9438
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