
NA 神奈川県内　会場案内 1枚目（2枚中）

曜日 グループ 時間 地図番号 会  場 住   所 最寄り駅 備 考 連絡先 種  類

月曜日 湘南HOPE 18:30～19:30 1 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） 徒歩5分 080-1193-7699 オープン

横浜アウトサイダー 18:00～19:00 2 南区社会福祉協議会 横浜市南区浦舟町3-46（浦舟複合福祉施設8階） 阪東橋駅 徒歩6分 黄金町駅 徒歩10分 080-7008-2834 オープン

12ココナッツ 18:00～19:30 横浜市内の会場 非公開 非公開 女性クローズド

川崎リバーサイド 18:30～20:00 3 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） 徒歩10分 070-1316-2175 オープン

シャンティ（関東エリア） 19:00～20:30 8 川崎産業振興会館 川崎市幸区堀川町66-20 川崎駅 徒歩9分
※第一月曜のみ
 リアルとオンラインと両方開催 090-3449-3804 オープン

相模原 19:00～20:30 4 えびな市民活動センター 海老名市さつき町51-2 厚木駅 徒歩10分 海老名駅 徒歩20分 070-1409-4547 オープン

横浜NA 13:30～14:30 5 中区社会福祉協議会 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 徒歩5分 関内駅 徒歩15
分 090-9268-8785 オープン

DEAD OR ALIVE 19:00～20:00 6 ひらつか市民活動センター 平塚市見附町1-8 JR東海道線平塚駅 徒歩8分 ※毎月第2，4週のみ開場 070-8357-0783 オープン

火曜日 サンクチュアリ 18:30～19:30 5 中区社会福祉協議会 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 徒歩5分関内駅 徒歩15分 090-6110-7880 オープン

横浜レインボー 19:30～20:30 7 かながわ県民サポートセンター 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 14階 横浜駅（きた西口） 徒歩5分 050-6866-3185 LGBTQ+クローズド

Will 19:30～20:30 9 多摩区民活動・交流センター 川崎市多摩区登戸1775-1（7階会議室） JR南武線登戸駅 徒歩１０分
小田原線向ヶ丘遊園駅より徒歩５分

080-6570-3558 オープン

相模原 19:00～20:30 10 相模原市民会館 相模原市中央区中央3-13-15 相模原駅から徒歩20分（バスあり） 070-1409-4547 オープン

水曜日 オレンジ 18:00～19:00 12 南地区センター 横浜市南区南太田2-32-1 蒔田駅 徒歩5分
井土ヶ谷駅・南太田駅 徒歩7分

080-4438-0566 オープン

横浜NA 19:00～20:00 5 中区社会福祉協議会 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 徒歩5分
関内駅 徒歩15分

090-9268-8785 オープン

Will 19:00～20:15 13 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 武蔵小杉駅（東口） 徒歩3分 080-6570-3558 クローズド

湘南HOPE 18:00～19:00 14 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） 徒歩7分 080-1193-7699 オープン

相模原 19:00～20:30 15 あつぎ市民交流プラザ 厚木市中町2-12-15 本厚木駅（南口） 徒歩5分 070-1409-4547 オープン

木曜日 クリーン&メローズ 18:00～19:30 7 かながわ県民サポートセンター 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 横浜駅（きた西口） 徒歩5分 ※不定期開催・要確認 080-5414-3211 女性クローズド

横浜アウトサイダー 18:30～19:30 16 聖アンデレ教会 横浜市神奈川区三ツ沢下町14-57 三ッ沢下町駅 徒歩5分 080-7008-2834 オープン

SUNNY WEATHER 18:00～19:30 30 不老町ケアプラザ 横浜市中区不老町3-15-2 伊勢佐木⾧者町 徒歩6分
関内駅・石川町駅 徒歩10分

※毎月第3週は閉場 080-9277-0214 オープン

相模原 19:00～20:30 17 カトリック二俣川教会 横浜市旭区二俣川2-36 二俣川駅（南口） 徒歩6分 070-1409-4547 オープン

横浜NA 19:00～20:00 18 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 徒歩6分
京急新子安駅 徒歩8分

090-9268-8785 オープン

DEAD OR ALIVE 18:00～19:00 19 港南中央地域ケアプラザ 神奈川県横浜市港南区港南4-2-7 横浜市営地下鉄（ブルーライン）
港南中央駅 徒歩5分

※祝日の場合は中止 070-8357-0783 オープン

グリーンルーム 19:00～20:15 3 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） 徒歩10分 080-4418-7320 オープン

小田原 19:00～20:00 21 伊勢原市民文化会館 伊勢原市田中348 伊勢原駅（北口） 徒歩13分 070-1409-4547 オープン

2023.3.31現在

※ オープン:どなたでも参加できます。  クローズド:薬物依存症の当事者本人のみ参加できます。   女性クローズド:女性の当事者本人のみ参加できます。
      LGBTQ+クローズド:ゲイ・レズビアン・バイセクシャル・トランスジェンダー等の性的マイノリティ当事者本人のみ参加できます。

グループの都合により、会場・時間が変更になる場合があります。詳しくは、各グループの連絡先まで、お問い合わせください。

金曜日以降は2枚目にあります。



NA 神奈川県内　会場案内 2枚目（2枚中）

曜日 グループ 時間 地図番号 会  場 住   所 最寄り駅 備 考 連絡先 種  類

オレンジ 18:30～19:30 2 南区社会福祉協議会 横浜市南区浦舟町3-46（浦舟複合福祉施設8階） 阪東橋駅 徒歩6分 黄金町駅 徒歩10分 080-4438-0566 オープン

ネバーアローン 19:00～20:20 20 菊名地区センター 横浜市港北区菊名6-18-10 菊名駅より 徒歩7分 070-3850-4672 オープン

川崎リバーサイド 19:00～20:30 24 溝の口カトリック教会 川崎市高津区二子5-15-7 武蔵溝の口駅 徒歩10分
高津駅 徒歩5分

070-1316-2175 オープン

相模原 19:00～20:30 25 あじさい会館 緑分室 相模原市緑区西橋本5-3-21 橋本駅（南口）より 徒歩10分 070-1409-4547 オープン

クリーン&メローズ 13:30～15:00 26 カトリック雪ノ下教会 鎌倉市小町2-14-4 鎌倉駅（東口） 徒歩5分 ※不定期開催・要確認 080-5695-7029 女性クローズド

相模原 19:00～20:30 11 町田市生涯学習センター 東京都町田市原町田6-8-1町田センタービル6階学習室 町田駅（北口） 徒歩5分 ※会場は7，8階の場合もあり 070-1409-4547 オープン

土曜日 サンクチュアリ 18:00～19:00 12 南地区センター 横浜市南区南太田2-32-1 蒔田駅 徒歩5分
井土ヶ谷駅・南太田駅 徒歩7分

090-6110-7880 オープン

横浜レインボー 19:00～20:30 28 西区社会福祉協議会（フクシア） 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（東口） 徒歩5分 ※毎月第３週のみ開場 050-6866-3185 オープン

川崎リバーサイド 19:15～20:30 29 矢向地区センター 横浜市鶴見区矢向4-32-11 矢向駅 徒歩5分 070-1316-2175 オープン

クリーン&メローズ 18:00～19:30 7 かながわ県民サポートセンター 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 横浜駅（きた西口） 徒歩5分 ※不定期開催・要確認 080-5695-7029 オープン

相模原 19:00～20:30 23 ⾧津田地区センター 横浜市緑区⾧津田町2327 ⾧津田駅から徒歩7分 070-1409-4547 オープン

アフターセッション 19:00～20:00 27 カトリック藤沢教会 藤沢市鵠沼石上1-1-17 信徒会館301号室 藤沢駅（南口） 徒歩5分 オープン

小田原 19:00～20:30 28 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） 徒歩12分 070-1409-4547 オープン

A little luck 18:00～19:30 11 町田市生涯学習センター 東京都町田市原町田6-8-1町田センタービル8階学習室 町田駅（北口） 徒歩5分 080-9176-5693 オープン

日曜日 ラストフォート横浜 15:00～16:20 30 不老町ケアプラザ 横浜市中区不老町3-15-2 伊勢佐木⾧者町 徒歩6分
関内駅・石川町駅 徒歩10分

※毎月第1，3週のみ開場 080-9454-8910 オープン

クリーン&メローズ 17:30～19:00 26 カトリック雪ノ下教会 鎌倉市小町2-14-4 鎌倉駅（東口） 徒歩5分 ※不定期開催・要確認 080-5695-7029 オープン

川崎リバーサイド 19:00～20:00 31 プラザ大師市民館 川崎市川崎区大師駅前1-1-5川崎大師パーク・ホームズ 川崎大師駅 徒歩2分 070-1316-2175 オープン

グループの都合により、会場・時間が変更になる場合があります。詳しくは、各グループの連絡先まで、お問い合わせください。

月曜日～水曜日は1枚目にあります。

※ オープン:どなたでも参加できます。  クローズド:薬物依存症の当事者本人のみ参加できます。   女性クローズド:女性の当事者本人のみ参加できます。
      LGBTQクローズド:ゲイ・レズビアン・バイセクシャル・トランスジェンダー等の当事者本人のみ参加できます。

金曜日



神奈川【地図一覧】
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神奈川【地図一覧】



NA 静岡県内　会場案内

曜日 グループ 時間 地図番号 会  場 住   所 最寄り駅 備 考 連絡先 種  類

19:00～20:30 1 御殿場市民会館 御殿場市荻原183-1 JR御殿場駅（西口） 徒歩20分 第１月曜日のみ開場 090-3934-7750 オープン

19:00～20:30 2 御殿場市民交流センター ふじざくら 御殿場市荻原988-1 JR御殿場駅（西口）より バス10分 第２～第４月曜開場 090-3934-7750 オープン

19:00～20:30 3 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

090-3934-7750 オープン

19:00～20:30 4 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 090-3934-7750 オープン

R150 19:00～20:00 5 カトリック草薙教会 静岡市清水区中之郷2-5-12 JR草薙駅・静岡鉄道 くさなぎ駅 徒歩3分 090-9268-8785 オープン

リトルブラウン 18:30～19:30 6 浜北文化センター 浜松市浜北区貴布祢291-1 遠州鉄道 浜北駅 徒歩7分 080-3939-1363 オープン

19:00～20:30 5 カトリック草薙教会 静岡市清水区中之郷2-5-12 JR草薙駅・静岡鉄道 くさなぎ駅 徒歩3分 090-3934-7750 オープン

19:00～20:30 8 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 徒歩5分 090-3934-7750 オープン

R150 19:00～20:00 9 大里学習センター 静岡市駿河区中野新田57-5 090-9268-8785 オープン

リトルブラウン 18:30～20:00 10 南部協働センター 静岡県浜松市中区海老塚2-25-17 JR浜松駅より徒歩10分
※リアルとオンラインの
 ハイブリット開催

070-2228-4443 オープン

木曜日 静岡 One Day 19:00～20:30 11 カトリック沼津教会 沼津市本郷町18-31 JR沼津駅（南口） 徒歩20分 090-3934-7750 オープン

19:00～20:30 12 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 徒歩3分 090-3934-7750 オープン

19:00～20:30 13 日本キリスト教団 宇佐美教会 伊東市宇佐美1719-5 宇佐美駅 徒歩10分 090-3934-7750 オープン

浜松リカバリー 19:00～20:30 14 浜松福祉交流センター 浜松市中区成子町140-8 JR浜松駅（北口） 徒歩12分 ※リアルとオンラインの
 ハイブリット開催

080-2634-4835 クローズド

R150 19:00～20:00 15 カトリック八幡教会 静岡市駿河区八幡4-10-14 JR静岡駅（南口） 徒歩13分 090-9268-8785 オープン

リトルブラウン 18:00～19:00 19 浜松市勤労会館Uホール 静岡県浜松市中区城北1-8-1 JR浜松駅より徒歩25分 070-2228-4443 オープン

19:00～20:30 16 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 徒歩10分 090-3934-7750 オープン

19:00～20:30 17 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 徒歩12分 090-3934-7750 オープン

リトルブラウン 17:30～18:30 18 西部協働センター 浜松市中区広沢1-21-1 浜松駅 バス10分 ※第1週のみ17時スタート080-3939-1363 オープン

日曜日 静岡 One Day 18:00～19:30 7 熱海中央公民館 熱海市中央町1-1 来宮駅 徒歩20分、熱海駅 バス15分 090-3934-7750 オープン

※ オープン:どなたでも参加できます。  クローズド:薬物依存症の当事者本人のみ参加できます。

NA ⾧野県内　会場案内

曜日 グループ 時間 地図番号 会  場 住   所 最寄り駅 備 考 連絡先 種  類

月曜日 松本 18:15～19:15 23 南松本なんなん広場 ⾧野県松本市芳野4-1 南松本駅 徒歩10分 0268-36-1525 オープン

火曜日 ⾧野 18:15～19:15 20 野沢会館 生涯学習センター ⾧野県佐久市取手町183 中込駅 徒歩30分 0268-36-1525 オープン

水曜日 松本 18:15～19:15 23 南松本なんなん広場 ⾧野県松本市芳野4-1 南松本駅 徒歩10分 0268-36-1525 オープン

木曜日 松本 18:15～19:15 23 南松本なんなん広場 ⾧野県松本市芳野4-1 南松本駅 徒歩10分 0268-36-1525 オープン

金曜日 ⾧野 18:15～19:15 21 ⾧野カトリック教会 ⾧野県⾧野市西鶴賀町1491-12 JR⾧野駅 徒歩20分、⾧野電鉄権堂駅 徒歩5分 0268-36-1525 オープン

土曜日 松本 18:15～19:15 22 カトリック松本教会 ⾧野県松本市丸の内9-32 JR／松本電鉄 松本駅 徒歩15分 0268-36-1525 オープン

※ オープン:どなたでも参加できます。  クローズド:薬物依存症の当事者本人のみ参加できます。

グループの都合により、会場・時間が変更になる場合があります。詳しくは、各グループの連絡先まで、お問い合わせください。

グループの都合により、会場・時間が変更になる場合があります。詳しくは、各グループの連絡先まで、お問い合わせください。

2023.3.31現在

2023.3.31現在

静岡 One Day

静岡 One Day

静岡 One Day

静岡 One Day

静岡 One Day

月曜日

火曜日

水曜日

土曜日

金曜日



静岡・⾧野【地図一覧】
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NA 山梨県内　会場案内

曜日 グループ 時間 地図番号 会  場 住   所 最寄り駅 備 考 連絡先 種  類

甲府 19:00～20:30 1 甲府カトリック教会 甲府市中央2-7-10 甲府駅（南口） 徒歩10分 080-4051-3911 オープン

オールウェイズ 19:00～20:30 2 上吉田コミュニティセンター 富士吉田市上吉田4-9-11 富士山駅 徒歩15分 070-4497-3342 オープン

レイクサイド 19:00～20:30 3 八ヶ岳伝道所 北杜市高根町箕輪2265 小淵沢駅 徒歩25分 0555-72-9760 オープン

マスカット 19:00～20:30 1 甲府カトリック教会 甲府市中央2-7-10 甲府駅（南口） 徒歩10分 090-4416-3232 オープン

HOPE OF STAR 19:00～20:30 5 大月新生教会 大月市御太刀1-4-10 大月駅（南口） 徒歩10分 080-9822-0911 オープン

オールウェイズ 19:00～20:30 6 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 谷村町駅・都留市駅 徒歩12分 070-4497-3342 オープン

リバティ 19:00～20:30 15 富士吉田市立市民ふれあいセンター 富士吉田市上吉田3-1-77 富士山駅 徒歩20分 070-1506-6002 オープン

HOPE OF STAR 19:00～20:30 7 愛宕町教会 甲府市北口3-4-23 甲府駅（北口） 徒歩10分 080-9822-0911 オープン

パラノイア 19:00～20:30 8 山城カトリック教会 甲府市小瀬町654 甲斐住吉駅 徒歩20分 080-3509-5156 オープン

グレース 19:00～20:30 9 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 徒歩15分 080-4131-9899 オープン

ノア 19:00～20:30 10 山梨市憩いの場 山梨市小原西952-2 山梨市駅 徒歩10分 080-3145-1480 オープン

パラノイア 19:00～20:30 11 甲府中央教会 南西望みの家 甲府市下石田2-2-10
甲斐住吉駅 徒歩30分
甲府駅（南口） 徒歩30分 080-3509-5156 オープン

信玄 19:00～20:30 12 甲府キリスト福音教会 甲府市武田3-17-4 甲府駅（北口） 徒歩15分 080-5870-4723 オープン

富士山 19:00～20:30 2 上吉田コミュニティセンター 富士吉田市上吉田4-9-11 富士山駅 徒歩15分 090-2907-7844 オープン

レイクサイド 19:00～20:30 13 韮崎カトリック教会 韮崎市若宮3-10-1 韮崎駅 徒歩10分 0555-72-9760 オープン

甲府 19:00～20:30 14 生涯学習推進センター 甲府市丸の内1-6-1 防災新館1階 甲府駅（南口） 徒歩5分 080-4051-3911 オープン

信玄 19:00～20:30 12 甲府キリスト福音教会 甲府市武田3-17-4 甲府駅（北口） 徒歩15分 080-5870-4723 オープン

レイクサイド 19:00～20:30 17 富士聖ヨハネ学園 南都留郡忍野村忍草2748 富士山駅より バス20分 0555-72-9760 オープン

甲府 19:00～20:30 18 山梨県立青少年センター 甲府市川田町517 石和温泉駅 徒歩15分 080-4051-3911 オープン

ノア 19:00～20:30 4 北公民館 甲府市湯村3-5-20 甲府駅（北口） 徒歩30分 080-3145-1480 オープン

リバティ 19:00～20:30 16 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 徒歩15分 070-1506-6002 オープン

甲府 19:00～20:30 1 甲府カトリック教会 甲府市中央2-7-10 甲府駅（南口） 徒歩10分 080-4051-3911 オープン

HOPE OF STAR 19:00～20:30 11 甲府中央教会 南西望みの家 甲府市下石田2-2-10
甲斐住吉駅 徒歩30分
甲府駅（南口） 徒歩30分 080-9822-0911 オープン

レイクサイド 19:00～20:30 2 上吉田コミュニティセンター 富士吉田市上吉田4-9-11 富士山駅 徒歩15分 0555-72-9760 オープン

※ オープン:どなたでも参加できます。  クローズド:薬物依存症の当事者本人のみ参加できます。

グループの都合により、会場・時間が変更になる場合があります。詳しくは、各グループの連絡先まで、お問い合わせください。
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