
九州・沖縄地域ミーティング会場案内 令和 5 年 5 月 1 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。 

 
 
【鹿児島】  - No.１ 

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） 

※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） 

 

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 

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） 

鹿児島県鹿児島市山下町１５－１ 

鹿児島市福祉プラザ 

休止中（ｒ4..2 月〜）  

第１、第３（木）(S) 1８：３０～２０：００ (S) （祭日休） 

鹿児島県鹿児島市下竜尾町 10-30 

たてばば福祉館 

(金) １０：００～１１：３０（O） 

鹿児島県垂水市潮彩町 2 丁目４番 

潮彩町公民館 

第４（土） 1３：３０～１５：００（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。 



 

【鹿児島】 No.2  グループ名 会場名・住所 曜日・時間・内容 

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 

 

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。 


