
高槻市高齢者生活支援ネットワーク協議会
この冊子の掲載情報は令和元年9月時点のものです





はじめに

  

高槻市高齢者生活支援ネットワーク協議会 事務局 

　平成 27 年の介護保険法改正により、各市町村が中心となり生活支援体

制整備事業を実施することとなりました。本事業はこれからの高齢社会

に向けた地域づくりを推進するため、高齢者の多様な日常生活上の支援

体制の充実・強化及び高齢者の介護予防・社会参加の促進を図っていく

ことを目的としています。

　これを受け、市では平成２８年度から「高槻市高齢者生活支援ネット

ワーク協議会」を設置し、高齢者支援を行っている団体にご参加いただ

き各々の活動報告や情報交換などを行っています。地域で高齢者の立ち

寄れる場（サロン）を運営している個人・団体による活動内容・課題等

の共有を図る中で、サロンの情報が広く市民に知られていないという気

づきがありました。『外出する機会の少ない方々に、サロンの現状を知っ

ていただき、外出するきっかけを作りたい。』『様々な世代の人とのつな

がりを持ってほしい。』との思いから本冊子の作成に至りました。

　高齢期の体の衰え「フレイル」は外出等の機会（社会的なつながり）

が少なくなることから始まるといわれています。

　近くの知り合いを増やしたい、どこかに通い始めてみたい、健康のた

めに運動を始めたい等、ご家族以外の方とのつながりを持つことに少し

でも関心がある方々は、是非、本冊子をご活用ください。

　人とつながり、健康でいきいきと活動する姿は、身近な人や知らない

人も元気にすることがあります。あなた自身の健康な生活と周りの人の

健康な生活のための第一歩として、役立てていただければ幸いです。

　市は平成２８年度から高槻市社会福祉協議会に配置した生活支援コー

ディネーターを中心に、高齢者の介護予防・社会参加を促進するため、

生活支援の担い手となる方の養成なども行っております。地域で活動し

たい方は生活支援コーディネーターにご連絡ください。一緒に地域づく

り、助け合いの輪を広げましょう。



 

 

 

 

 

 

 



目次 

１  街かどデイハウス きらら （原） 

２  かふぇみかん （原） 

３  ケーアイ元気食堂 （原） 

４  認知症カフェ in クラムボン （安岡寺町） 

５  ハッピーアーモンド （安岡寺町） 

６  街かどデイハウス ヘリオ横丁寄ってこ広場 （安岡寺町） 

７  地域交流センターあすなろ （日吉台一番町） 

８  友遊サロン （日吉台一番町） 

９  日吉台コミュニティカフェ （日吉台一番町） 

１０ ほっこりカフェ氷室 （氷室町） 

１１ わくわく Neo キッチン （郡家新町） 

１２ でんきやさんかふぇ （郡家新町） 

１３ ラベンダー食堂 in ひなたぼっこ （郡家新町）  

１４ 街かどデイハウス　北摂すまいるハウス （宮田町） 

１５ クローバーカフェ （成合南の町） 

１６ カフェ WA っしょい磐手 （安満北の町） 

１７ カサブランカ （淀の原町） 

１８ 五領コミュニティガーデン （井尻） 

１９ 和く和くジム （井尻） 

２０ 和み喫茶 （井尻） 

２１ ほん和かミュージックルーム （井尻） 

２２ 街かどデイハウス キャロット （宮野町） 

２３ カフェさくら草２号店 （白梅町） 

２４ 居場所 たなべ （上田辺町） 

２５ サロン・ラベンダーin 赤大路 （赤大路町） 

２６ グリーンふらっと富田丘町 （富田丘町） 

２７ カフェさくら草１号店 （城西町） 

２８ 大冠カーム脳トレ・体操教室 （須賀町） 

２９ グリーンふらっと如是 （如是町） 

３０ サロン de フェルマータ よすみ店 （東五百住町） 

３１ 街かどデイハウス なごみの家 （富田町）

３２ コトコトカフェ （寿町） 

３３ 健康会 つながりサロン （牧田町）

※最後に地区福祉委員会のふれあい喫茶、生活支援コーディネーター、ますます元気体操実施拠点

のページがあります。  

 

 

 

 

 

 

 



街かどデイハウスきらら
住所：高槻市原1109
電話番号：(072)688-0842
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街かどデイハウスきららの様子街かどデイハウスきららの様子

サテライトオフィス浦堂きららの様子サテライトオフィス浦堂きららの様子

浦堂2丁目でも活動中!!
ご興味のある方はぜひ一度ご連絡下さい。
「サテライトオフィス浦堂きらら」
住所：高槻市浦堂2丁目21-2
電話番号：(072)669-2558

曜日ごとで各種講座の内容が決まっており、自分の好きなものを選んで参加できます。各種講座はボランティ
アの方が講師を務めておられ、講師の方が「教えることで自分も教わっているので楽しい」と話されていました。
参加者も講師も一緒にみんなで楽しんでおられました。

基本情報

みんな楽しく健康にもなれる、
そんな憩いの場です。
曜日に応じて、パソコン教室やカラオケ、
卓球、麻雀、パズル、ゆるゆるヨガ、
和服リフォーム等を行っております。

●いろんな事ができるので楽しい
　（70代女性）
●皆さん優しく、色んな事を教え合える
のですごく楽しい（80代女性）

1 街かどデイハウス きらら
楽しいことや面白いことがたくさんあります

＊65歳以上の方ならどなたでも参加できます
＊活動日時：月曜日～金曜日 10：00～15：00
（シニアサロンとして各講座があり開始時間が異なります）
＊料金：参加費一日1000円・半日５00円
　　　　食事代600円・飲み物代50円
　　 　（食事は当日の朝10時までに注文が必要）

・送迎は片道250円(原地域の方は150円）
・ますます元気体操に参加された方は200円の割引になります
・介護保険利用の方は負担に応じて請求させて頂きます

＊事前予約：不要
＊駐車場：あり（4台）
＊お問合わせ：月曜日～金曜日１0：00～16：00
＊浦堂2丁目で介護保険制度の短時間通所サービスも行って

おります

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り



住所：高槻市大字原112番地
　　（介護老人保健施設ケーアイ内１階）
電話番号：（072）687-0303
FAX：（072）687-3011

介護老人保健施設ケーアイ内

認知症について気軽に専門職に相談ができます。また毎回、ボランティアや参加者による催し物が行われています。
今回は紙芝居でした。「次はどんなことをやろうか考えるのが楽しみで自分のためでもあり、地域への恩返しのつも
りでしている」と話されていました。スタッフやボランティア、参加者全員でつくっている憩いの場でした。

基本情報

認知症の人やその家族、近隣の方など、
だれもが自由に立ち寄り、お茶を飲み
ながら、体操やゲーム等のイベント、
参加者同士が自由に情報交換、介護や
福祉の専門職と気軽にお話しや相談が
できる集いの場です。

●人との出会いがあって友達もできるので
　楽しい（80代男性）
●みなさん温かい方なので、夫婦で参加
　できる（70代女性）
●自由参加なので気楽に参加できる
　（70代女性）

2 かふぇみかん
誰もが自由に立ち寄り、お茶を飲みながら

気軽にお話しできる憩いの場

＊認知症の人やその家族、専門職、近隣の方、どなたでも参
加可能
＊活動日時：
　毎月第4水曜日　（祝日も開催）10：00～12：00
＊料金：コーヒー、紅茶　100円
＊事前予約：不要　席数25席
＊駐車場：あり　（台数に限りがありますので車でお越しの
際はご連絡ください）
＊お問い合わせ：
　月曜日～土曜日　
　９：00～17：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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住所：高槻市大字原112番地
　　（介護老人保健施設ケーアイ内）
電話番号：（072）687-0103
FAX：（072）687-3011　

介護老人保健施設ケーアイ内

食事前に管理栄養士から色んな話を聞き、口腔体操を行ってから、みんなで食事をとります。「かふぇみかん」が終わ
ってから、そのままみんなでワイワイ話しながら楽しく食事ができます。塩分やカロリーを載せた献立もあり、持病
がある方も安心して食べられ、自分が料理を作る時の参考にもなります。すごくあたたかな雰囲気の場所です。

基本情報

栄養バランスの良い食事を、近隣の方
と一緒に楽しく食べる食堂です。
食事前に管理栄養士から栄養や食事に
ついてお話しやワンポイントアドバイス、
また看護師が口腔体操を行っています。

●みんなで食べられるのでおいしい
　（80代女性）
●栄養バランスや塩分も考えてあるので
安心して食べられます（80代女性）

3 ケーアイ元気食堂
栄養バランスの取れた食事を摂って、
介護予防に努めていきましょう！

＊サロンを利用できる方
　65才以上の地域にお住まいの方
＊活動日時：毎月第4水曜日
　　　　　　12：00～13：00
＊料金：1食　500円
＊事前予約：必要（申し込み順　20食）
＊駐車場：あり（台数に限りがありますので車で
　　　　　　　　お越しの際はご連絡ください）
＊お問い合わせ：月曜日～土曜日
　　　　　　　　９：00～17：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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定期的に勉強会が行われており様々な情報を知れ、その場で相談することもできます。また普段は喫茶店なの
で、落ち着いた雰囲気で、みんなでお茶を飲みながら気軽に色んな話ができ、自然と仲良くなってしまうような
場所です。

基本情報

認知症に詳しい専門職も参加しており、
お茶を楽しみながらお話しができます。
定期的に講師をお招きして勉強会も
行っています。普段はカフェなので
落ち着いた雰囲気でお話しができます。

●普段から関心のあることを聴けるの
で勉強になる（80代女性）
●顔見知りや仲間が作れて、日々の
　リフレッシュになる（70代女性）

4 認知症カフェ in クラムボン
カフェで専門職と一緒に認知症についてお話ししませんか

＊認知症の人やその家族、専門職
　地域住民、どなたでも参加可能
＊活動日時：毎月第4月曜日（祝日除く）
　　　　　　10：00～11：30
＊料金：参加費は無料　
　※お店の通常メニューのドリンクとケーキ注文可
　　コーヒー　400円　etc
＊事前予約：不要　（席数16席）
＊駐車場：無し
（徒歩5分以内のところにコインパーキング有）
＊お問合わせ：月曜日～土曜日　9：00～17：00
　高槻北地域包括支援センター
　　電話番号（072）687-0303
　　 FAX（072）687-3011

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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住所：高槻市安岡寺町4-9-11
電話番号・FAX：072-688-0203

理髪店白浜

バス停
松が丘

若竹鮨

ハッピー
アーモンド

店主がこだわり抜いた素材を使った美味しい料理が食べられます。大きなテーブルを囲んでいるので、自然と
周りの方とも仲良くなってしまうそんな場所です。

基本情報

隣の畑や樫田の畑で収穫した無
農薬の野菜と生協さんの食品を
味わってください。
皆さんの笑顔が最高のごちそう
です。

いつも食べられないような食材を使って
いるので、楽しみにしています
（60代女性）

5 ハッピーアーモンド
どなたでも、自然のお食事を

＊どなたでも利用できます
　（現在の利用者の年齢層　０才～92才）
＊活動日時：火曜日・水曜日
　　　　　　11：30～15：00
＊料金：ランチ900円
　　　　コーヒー、スムージー等250円
＊事前予約：できれば予約をお願いします
　　　　　　（利用定員12名程度）
＊駐車場：なし
＊問い合せ時間：いつでも
　　　　　　　不在の場合は留守電に
　　　　　　　入れてください　

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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コーヨー
（元ピーコック）

※コーヨー（元ピーコック）から約100M程です。

なかじま
診療所

あさがお
児童公園

ヘリオ横町
寄ってこ広場

住所：高槻市安岡寺町1-20-3
電話番号：072-687-6680
FAX：687-6695

16種類のサークルがあるので自分で好きなものを選んで参加できます。また活動を通じて新しい友人関係が
できたり、その友人と一緒に新たな活動に参加したりと様々な可能性が広がる、そんな集いの場です。

基本情報

ピラティス＆ズンバゴールド・ディスコン・
詩吟・麻雀・囲碁将棋・絵手紙・墨彩画・ミュー
ジック・大正琴・川柳・映画鑑賞・カラオケ　等
16サークル活動を行っています。
みなさんの好きな活動を一緒にしてみま
せんか？

●楽しく参加しています。また友人もできました。
（80代女性）
●好きなことが出来るので楽しく参加しています。
（60代女性）

6
街かどデイハウス

ヘリオ横丁寄ってこ広場
誰でも利用できる集いの場です

＊どなたでも利用できます
＊活動日時：月曜日～金曜日
　　　　　　基本10：00～16：00
＊料金：基本2時間500円から
　（活動内容によって料金は異なります）
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊お問合せ：月曜日～金曜日
　　　　　　9：00～17：00
＊介護保険制度の短時間通所サービス
　も行っております　

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り

6
府
道
枚
方
亀
岡
線

住所：高槻市安岡寺町4-9-11
電話番号・FAX：072-688-0203

理髪店白浜

バス停
松が丘

若竹鮨

ハッピー
アーモンド

店主がこだわり抜いた素材を使った美味しい料理が食べられます。大きなテーブルを囲んでいるので、自然と
周りの方とも仲良くなってしまうそんな場所です。

基本情報

隣の畑や樫田の畑で収穫した無
農薬の野菜と生協さんの食品を
味わってください。
皆さんの笑顔が最高のごちそう
です。

いつも食べられないような食材を使って
いるので、楽しみにしています
（60代女性）

5 ハッピーアーモンド
どなたでも、自然のお食事を

＊どなたでも利用できます
　（現在の利用者の年齢層　０才～92才）
＊活動日時：火曜日・水曜日
　　　　　　11：30～15：00
＊料金：ランチ900円
　　　　コーヒー、スムージー等250円
＊事前予約：できれば予約をお願いします
　　　　　　（利用定員12名程度）
＊駐車場：なし
＊問い合せ時間：いつでも
　　　　　　　不在の場合は留守電に
　　　　　　　入れてください　

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り

6
府
道
枚
方
亀
岡
線



住所：高槻市日吉台一番町24-28
電話番号：（072）668-3486
FAX：（072）668-3487

「ハーブを暮らしの中に」ミニセミナー

いかりスーパー

日吉台
西公園

日吉台公園

地域交流センター

あすなろ

日吉台の文化の発信拠点にしたいとの思いで様々な催し物をされています。また小規模なので一人ひとりに
合ったきめ細やかな支援が行われていました。

基本情報

喫茶、健康体操、脳トレ教室、手話教室、
折り鶴教室、カレンダーづくり教室、
太極拳、家族交流会、ランチ、なんでも
相談、歌声喫茶、囲碁、将棋など様々な
活動があります。

●すごく楽しいところです。行く前は幼稚園の
遠足に行く時のような気持ちになります。　
（80代女性）
●ここに来て友達ができました。（80代女性）

7 地域交流センターあすなろ
誰もが気軽に集うことができるカフェ

＊どなたでも参加できます
＊活動日時：
　毎週水・木・金曜日その他
　10：00～12：00
＊料金：事業によって200円～500円
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊お問い合わせ：水・木・金曜日の
　10：00～17：00
＊介護保険制度の短時間通所サービスも
　行っております

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り



住所：高槻市日吉台一番町24-43 しんわ会館
電話番号・FAX番号：（072）688-8051

日吉台
小学校

いかり
スーパー

しんわ会館

バス停
日吉台西公園 友遊サロン

季節に合わせた催し物を住民さんが中心になって行われています。
ハンドベルや落語、バンド演奏、フラダンスなど様々な催し物がされていて住民の方々も楽しみにされていまし
た。その月の誕生日の方をみんなでお祝いしたり、とても温かい雰囲気のサロンでした。

基本情報

地域の交流のためのサロンです。
季節に合わせた催し物を、地域住民さ
んと一緒に行っています。

●出し物が工夫されていて毎回が楽し
みでその月の誕生日も祝ってもらえ
るのでうれしい　　　（70代男性）
●気軽に立ち寄れておしゃべりできる、
そんな場所　　　　　（80代男性）

8 友遊サロン
ワイワイお茶しませんか？

＊老若男女どなたでも利用可能です
＊活動日時：毎月第3水曜日 10：00～11：30
＊料金：無料
＊事前予約：不要
＊駐車場　無し
＊問い合わせ：9：00～17：00
　　　　　　（内丸までご連絡下さい）

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り

住所：高槻市日吉台一番町24-28
電話番号：（072）668-3486
FAX：（072）668-3487

「ハーブを暮らしの中に」ミニセミナー

いかりスーパー

日吉台
西公園

日吉台公園

地域交流センター

あすなろ

日吉台の文化の発信拠点にしたいとの思いで様々な催し物をされています。また小規模なので一人ひとりに
合ったきめ細やかな支援が行われていました。

基本情報

喫茶、健康体操、脳トレ教室、手話教室、
折り鶴教室、カレンダーづくり教室、
太極拳、家族交流会、ランチ、なんでも
相談、歌声喫茶、囲碁、将棋など様々な
活動があります。

●すごく楽しいところです。行く前は幼稚園の
遠足に行く時のような気持ちになります。　
（80代女性）
●ここに来て友達ができました。（80代女性）

7 地域交流センターあすなろ
誰もが気軽に集うことができるカフェ

＊どなたでも参加できます
＊活動日時：
　毎週水・木・金曜日その他
　10：00～12：00
＊料金：事業によって200円～500円
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊お問い合わせ：水・木・金曜日の
　10：00～17：00
＊介護保険制度の短時間通所サービスも
　行っております

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り



住所：高槻市日吉台一番町24-43　しんわ会館
電話番号・FAX番号：（072）688-8051

日吉台
小学校

いかり
スーパー

しんわ会館

バス停 日吉台西公園

日吉台
コミュニティカフェ

前半は参加者がみんなで童謡を歌い楽しんでおられ、後半は地域包括支援センターの職員も参加しての交流
会が行われています。専門職が毎回参加していることで気軽に様々な相談もできて、相談した当日に支援につ
ながることもあるそうです。

基本情報

前半は童謡をみんなで歌って、後半は
交流会を行っています。
地域包括支援センターの職員も参加さ
れるので気軽に相談できます。

●歌を歌ったり、笑って話せるのが楽しい
（80代女性）
●歌も好きで楽しく認知症予防ができる
ので毎回楽しみにしている（70代女性）

9 日吉台コミュニティカフェ
元気で 100 歳まで！なにかに出会える場所

＊老若男女どなたでも利用可能です
＊活動日時：毎月第2水曜日  10：00～11：30
＊料金：無料
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊問い合わせ：9：00～17：00
　　　　　　（内丸までご連絡下さい）

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り



住所：高槻市氷室町2-37-15 　高槻バプテスト教会１階　
電話番号：090-9614-6403(中越)
高槻市バス「岡本」下車すぐ。キリン堂店向い

みんなで一緒に料理の献立を考えたり、具材を決めて作ります。みんなで作った料理を一緒に食べるので自
然と会話が弾み、笑いが絶えない、そんな温かくて楽しい憩いの場です。

基本情報

一緒に献立を作り、
食材を買い出し、
調理し、みんなで食べ
ながら楽しく語らいま
す。

認知症本人の気持ちを優先します。
役割を得て生きがいを見出し、安心できる
居場所づくりを目指しています。
ご家族様も一緒に参加できます。

10 ほっこりカフェ氷室
安心して自分らしく過ごせる場所

＊認知症と思われる人と
　その家族が対象です
　利用者の6割は女性です
＊活動日時：毎月第4金曜日
　10：00～13：00
＊料金：参加費　500円
　　　（食事代含む）
＊事前予約：必要
　初めての方は見学をお勧めします
＊駐車場：少ないのでご相談下さい
＊問い合わせ：
　月曜日～金曜日　
　9：00～18：00

～生活支援コーディネーターより～

住所：高槻市日吉台一番町24-43　しんわ会館
電話番号・FAX番号：（072）688-8051

日吉台
小学校

いかり
スーパー

しんわ会館

バス停 日吉台西公園

日吉台
コミュニティカフェ

前半は参加者がみんなで童謡を歌い楽しんでおられ、後半は地域包括支援センターの職員も参加しての交流
会が行われています。専門職が毎回参加していることで気軽に様々な相談もできて、相談した当日に支援につ
ながることもあるそうです。

基本情報

前半は童謡をみんなで歌って、後半は
交流会を行っています。
地域包括支援センターの職員も参加さ
れるので気軽に相談できます。

●歌を歌ったり、笑って話せるのが楽しい
（80代女性）
●歌も好きで楽しく認知症予防ができる
ので毎回楽しみにしている（70代女性）

9 日吉台コミュニティカフェ
元気で 100 歳まで！なにかに出会える場所

＊老若男女どなたでも利用可能です
＊活動日時：毎月第2水曜日  10：00～11：30
＊料金：無料
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊問い合わせ：9：00～17：00
　　　　　　（内丸までご連絡下さい）

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り



住所：高槻市郡家新町48番7号
電話番号：072-681-8181

利 用 者 さ ん よ り

男性でも負担なく作れる料理をみんなでワイワイ話しながら作り、みんなで食べます。調理中に時間が空い
た時などはみんなで一緒に体操するなど、料理を作る以外にも、楽しみがたくさんあります。

基本情報

「料理をした事もない、オレ達の
美味しい居場所だぜ！一緒に楽
しもう！」
男性のための簡単で美味しい料
理作りです。

●みんなでワイワイ言いながら作って
　食べるとすごくおいしい。（70代男性）
●参加することで今までより料理をする
　ようになった。　　　　　（70代男性）

11 わくわくNeoキッチン
俺達でつくる新しい料理教室

＊サロンを利用できる人
　６５歳以上の男性なら御相談くだ

さい
＊活動日時：毎月第４月曜日
　　　　　　10：00～13：00
＊料金：参加費　500円～700円
　　　（メニューによって金額が変
　　　   わります）
＊事前予約：必要
＊お問合せ：月曜日～金曜日
　　　　　　9：00～17：45

～生活支援コーディネーターより～



住所：高槻市郡家新町31-33
電話番号：（072）682-2571

オートバックス

ダイソー

◀至茨木
国道171号線

今城町交差点

でんきやさん
カフェ

171

店主がこだわった美味しいコーヒーや手作りケーキなど誰もがホッとできるアットホームな喫茶店です。様々な
世代の方が訪れており、一人でも気軽に入れる雰囲気です。

基本情報

一人でも気軽に来れるアットホームな
喫茶で、様々な方の憩いの場です。
お気軽にお立ち寄りください。

●気軽に来れて色んな話ができる
　（80才代女性）
●仲の良い人と集まって話ができる
　（80才代女性）　
●違う地域だが　初めての方でも仲良
くなれてしまうそんな場所
　（60才代女性）

でんきやさんかふぇ

＊どなたでも利用できます
＊活動日時：火曜日～土曜日（祝日休み）
　　　　　　10：00～17：00
＊料金：コーヒー、紅茶等　330円～400円
　　　　日替わり手作りケーキ120円～170円
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊お問い合わせ：
　火曜日～土曜日
　10：00～17：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り

12

住所：高槻市郡家新町48番7号
電話番号：072-681-8181

利 用 者 さ ん よ り

男性でも負担なく作れる料理をみんなでワイワイ話しながら作り、みんなで食べます。調理中に時間が空い
た時などはみんなで一緒に体操するなど、料理を作る以外にも、楽しみがたくさんあります。

基本情報

「料理をした事もない、オレ達の
美味しい居場所だぜ！一緒に楽
しもう！」
男性のための簡単で美味しい料
理作りです。

●みんなでワイワイ言いながら作って
　食べるとすごくおいしい。（70代男性）
●参加することで今までより料理をする
　ようになった。　　　　　（70代男性）

11 わくわくNeoキッチン
俺達でつくる新しい料理教室

＊サロンを利用できる人
　６５歳以上の男性なら御相談くだ

さい
＊活動日時：毎月第４月曜日
　　　　　　10：00～13：00
＊料金：参加費　500円～700円
　　　（メニューによって金額が変
　　　   わります）
＊事前予約：必要
＊お問合せ：月曜日～金曜日
　　　　　　9：00～17：45

～生活支援コーディネーターより～



住所：高槻市郡家新町13－3
電話番号（072）681-8181

利 用 者 さ ん よ り

栄養バランスを考えた美味しい食事をみんなでワイワイ話しながら食べることで仲間づくりにもなり地域の
憩いの場になっていました。配膳を手伝っている参加者の方も「自分にも役に立てることがあってうれしい」と
話されており、心が温かくなるような地域の食堂です。

基本情報

「みんなで食べると美味しいね」
を合言葉に地域の方々が集う食
堂です。
栄養面にも配慮した食事を召し
上がってもらい、居場所作りを
行っています。

●ここでワイワイみんなで食べるのが楽しい
　（80代女性）
●優しい味付けで美味しい料理を頂いてい
　ます。（70代女性）

＊サロンにご自身で来れる方ならどなた
　でも参加できます
＊活動日時：毎月第４土曜日
　　 時間：11：00～13：00
＊料金：おばんざい定食500円
　子ども300円　別途コーヒー50円
＊事前予約：必要（限定20食）
＊駐車場：なし
＊問い合わせ時間帯：月曜日～金曜日
　　　　　　　　　　9：00～17：45

～生活支援コーディネーターより～

ラベンダー食堂
in  ひなたぼっこ13



住所：高槻市宮田町3-56-1
電話番号：（072）693-2989
※宮田バス停から徒歩3分

ファミリーマート

街かどデイハウス
北摂すまいるハウス

◀至茨木

国道171号
大畑町交差点

171

宮田バス停

●麻雀は考えるので認知症予防になる
　（70代女性）
●体操を含めてここに通うこと自体が運
　動になるし、美味しい食事も頂ける
　（70代男性）
●一日ゆっくりできる（80代男性）

利 用 者 さ ん よ り

朝10時からは高槻ますます元気体操を行うそうです。麻雀や手芸などの活動を行うことで身体と頭の両方を
使い介護予防になります。栄養バランスがとれ減塩にもこだわった料理を食べることができます。

基本情報

手芸や麻雀、習字、料理など
様々なことを固定の曜日で
行っています。
栄養バランスが取れた減塩
の美味しい料理を提供して
います。

14 街かどデイハウス
北摂すまいるハウス

＊65歳以上の方ならどなたでも参加できます
＊活動日時：月曜・火曜・木曜日
　　　　　　10：00～16：00
＊料金：1日1000円（食事とおやつ付き）
         　1時間100円（食事とおやつ抜き）
＊事前予約：必要
               （食事の準備があるので）
＊駐車場：あり（2台）
＊お問い合わせ：月曜・火曜・木曜日
　                     10：00～16：00

～生活支援コーディネーターより～

住所：高槻市郡家新町13－3
電話番号（072）681-8181

利 用 者 さ ん よ り

栄養バランスを考えた美味しい食事をみんなでワイワイ話しながら食べることで仲間づくりにもなり地域の
憩いの場になっていました。配膳を手伝っている参加者の方も「自分にも役に立てることがあってうれしい」と
話されており、心が温かくなるような地域の食堂です。

基本情報

「みんなで食べると美味しいね」
を合言葉に地域の方々が集う食
堂です。
栄養面にも配慮した食事を召し
上がってもらい、居場所作りを
行っています。

●ここでワイワイみんなで食べるのが楽しい
　（80代女性）
●優しい味付けで美味しい料理を頂いてい
　ます。（70代女性）

＊サロンにご自身で来れる方ならどなた
　でも参加できます
＊活動日時：毎月第４土曜日
　　 時間：11：00～13：00
＊料金：おばんざい定食500円
　子ども300円　別途コーヒー50円
＊事前予約：必要（限定20食）
＊駐車場：なし
＊問い合わせ時間帯：月曜日～金曜日
　　　　　　　　　　9：00～17：45

～生活支援コーディネーターより～

ラベンダー食堂
in  ひなたぼっこ13



住所：高槻市成合南の町3-1　緑水会
電話番号：（072）688-7101
FAX：（072）689-6313

緑水会病院
シルバーハウス高槻
日吉台東地域包括
支援センター

名神高速道路

高槻IC

◀至茨木IC 至京都IC▶

至京都▶

クローバーカフェ

すごく落ち着いた雰囲気でスタッフの皆さんも優しく接してくれるので、安心して色んな事を相談したり、話した
りできる憩いの場でした。今後も参加者さんに楽しんでもらえるように、お花やお茶、体操、健康相談、手芸など
の催し物も企画されているそうです。

基本情報

多職種（ケアマネジャー、相談員、
看護師、介護職員、リハビリスタッ
フ等）のスタッフがおりますので、
どんなご相談もしていただけます

ゆっくりと話ができて、相談や愚痴を
聞いてもらえてとてもよかった。
気持ちが楽になりました。（70代女性）

クローバーカフェ
初めて来られても、安心して楽しくお話しができます

＊どなたでも参加できます
＊活動日時：3ヶ月に1回　
　13：00～15：00
    （老人保健施設1Fロビー）
＊料金：無料
＊事前予約：不要（席数15席）
＊駐車所：あり
＊問い合わせ：月曜日～金曜日
　９：00～１7：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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カフェWAっしょい
磐手

高槻市北消防署
磐手分署

磐手幼稚園

磐手小学校

宝泉寺

最寄りのバス停
磐手校前

住所：高槻市安満北の町18-1（磐手公民館）
※会場と問い合わせ先は異なります。
電話番号：（072）689-0184

磐手公民館内

公民館の一室を使ったカフェでした。近隣の施設の利用者さんも来られており、カフェを楽しんでおられました。
取材をした日はクリスマスも近いということで、お茶だけでなくツリー作り・体操もされ、楽しめる内容が充実し
ていました。

基本情報

カフェオープン時間内、いつでもお越し
ください。お一人での参加も大歓迎です。
楽しい時間を過ごしてみませんか。

歌・折り紙・クイズなど皆さんで取り組める
活動を用意しています。
オリジナルの歌、体操もあります。
ゆっくりお茶を飲むだけでも大丈夫です。

カフェ ＷＡっしょい 磐手
気軽にお立ち寄り下さい！

＊どなたでも参加可。お越しいただいた方々に楽
しく交流していただくカフェスペースです。
＊活動日時：毎月第２月曜日13：30～15：30
（祝日はお休み　振り替える場合あり）
＊料金：100円
＊事前予約：不要　席数２０席
（年１回程度のイベントの日は４０席）
＊駐車場：公民館の駐車場
　停めてから公民館内事務所に届け出て下さい
＊問い合わせ：日吉台東地域包括支援センター
　月曜日～土曜日
　9：00～17：00（TEL：072-689-0184）

～生活支援コーディネーターより～
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住所：高槻市成合南の町3-1　緑水会
電話番号：（072）688-7101
FAX：（072）689-6313

緑水会病院
シルバーハウス高槻
日吉台東地域包括
支援センター

名神高速道路

高槻IC

◀至茨木IC 至京都IC▶

至京都▶

クローバーカフェ

すごく落ち着いた雰囲気でスタッフの皆さんも優しく接してくれるので、安心して色んな事を相談したり、話した
りできる憩いの場でした。今後も参加者さんに楽しんでもらえるように、お花やお茶、体操、健康相談、手芸など
の催し物も企画されているそうです。

基本情報

多職種（ケアマネジャー、相談員、
看護師、介護職員、リハビリスタッ
フ等）のスタッフがおりますので、
どんなご相談もしていただけます

ゆっくりと話ができて、相談や愚痴を
聞いてもらえてとてもよかった。
気持ちが楽になりました。（70代女性）

クローバーカフェ
初めて来られても、安心して楽しくお話しができます

＊どなたでも参加できます
＊活動日時：3ヶ月に1回　
　13：00～15：00
    （老人保健施設1Fロビー）
＊料金：無料
＊事前予約：不要（席数15席）
＊駐車所：あり
＊問い合わせ：月曜日～金曜日
　９：00～１7：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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住所：高槻市淀の原町6-1

ファミリーマート

ニチレイ

▼至京都

国
道
1
7
1
号

※マンションの一階です。

カサブランカ

171

PTAや役員の会合、サークルなどの打ち合わせをされていることもよくあり、地域の拠点として利用されている
喫茶です。地域活動の紹介等も掲示されているので地域の様々な情報が集まっています。

基本情報

一人暮らしの高齢者のいこいの場です。
足の悪い方も裏口から入れるのでお気軽に
ご参加下さい。

●なんかあったら相談に乗ってくれる
　から助かる（80代女性）
●スタッフが名前を覚えてくれている
　のがすごくうれしい（70代女性）

カサブランカ
誰でも気軽に集えるカフェです

＊どなたでも参加できます
＊活動日時：毎週金曜日9：30～16：00
＊料金：喫茶代100円
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊運営主体：淀の原町シニアクラブ
＊無男女構成比：午前中は男性が多い
　　　　　　　　午後は男女5：5程度

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り

17



イオン

五領コミュニティ
ガーデン

国道171号

井尻交差点

至京都IC▶

バス停
道鵜町

P

171

住所：高槻市井尻2-37-8（和朗園4Fもしくは5F）
電話番号：（072）660-3100
FAX：（072）660-3601　

取材の際はガーデニングなどを行われており、参加者が何をしたいかを話し合い決めていかれているとのこと
でした。みなさんが「次は何をしようか」と楽しそうに話されているのがすごく印象的でした。今後も様々な外出
ツアーやイベントも企画されているとのことです。

基本情報

一人では自信がなくても、み
んなで一緒にいろいろな活動
にチャレンジしてみませんか？
一緒に支援活動をして下さる
ボランティアも大募集です！

●初めは妻に言われて来ていたが、だんだん
楽しくなってきて、今は楽しく参加していま
す（60代男性）
●参加するのが楽しみでいつもワクワクした
気持ちになります（60代女性）

五領コミュニティガーデン
やりたいことにみんなでチャレンジ

＊物忘れが気になり、活動に自信がなくなって
いる方などが利用可能です！
＊活動日時：毎週水曜日
　　　　　　10：00～16：00
＊料金：1回1000円
　（昼食代・屋内活動費込、屋外活動に関わる
　　費用は実費）
＊事前予約：必要
　（前日の12時まで要連絡）
＊駐車場：あり
＊問い合わせ：月曜日から土曜日
　　　　　　　9：00～17：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り

18

住所：高槻市淀の原町6-1

ファミリーマート

ニチレイ

▼至京都

国
道
1
7
1
号

※マンションの一階です。

カサブランカ

171

PTAや役員の会合、サークルなどの打ち合わせをされていることもよくあり、地域の拠点として利用されている
喫茶です。地域活動の紹介等も掲示されているので地域の様々な情報が集まっています。

基本情報

一人暮らしの高齢者のいこいの場です。
足の悪い方も裏口から入れるのでお気軽に
ご参加下さい。

●なんかあったら相談に乗ってくれる
　から助かる（80代女性）
●スタッフが名前を覚えてくれている
　のがすごくうれしい（70代女性）

カサブランカ
誰でも気軽に集えるカフェです

＊どなたでも参加できます
＊活動日時：毎週金曜日9：30～16：00
＊料金：喫茶代100円
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊運営主体：淀の原町シニアクラブ
＊無男女構成比：午前中は男性が多い
　　　　　　　　午後は男女5：5程度

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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イオン

和く和くジム

国道171号

井尻交差点

至京都IC▶

バス停
道鵜町

P

171

住所：高槻市井尻2-37-8(和朗園)※巡回バスあり
電話番号：（072）660-3600
FAX：（072）660-3601

機能訓練指導員の先生がその方の病気や病歴に合わせてプログラムを組んでくれるので自分に合ったトレー
ニングが行えるそうです。みなさんが楽しく会話をしながら、トレーニングをされており、とてもアットホームな
ジムでした。また運動のあとに100円でおいしいプロテインも飲めるそうです。

基本情報

自分で運動や体操をするのが苦手、
運動をしているけれどもう少し頑張
りたい、いろいろな人と交流できる
場で運動したい、いつまでも身体も
心も元気でいたい、こんな方を是非
お待ちしております。

●値段が安くて使いやすい（70代女性）
●いつでも使えるのが良い（60代女性）
●先生（機能訓練指導員）が楽しいから
　続けやすい　　　　　　（60代女性）

和く和くジム
和朗園できたえる和～イキイキ　ウキウキ　ムッキムキ

＊どなたでも利用可能です
　＜内容＞マシントレーニングを中心に有酸素
　　　　　運動バランス訓練、筋力強化、体幹
　　　　　トレーニング、ブルブル振動マシン
               を使用してのトレーニング
＊活動日時：月曜～土曜　
＊料金：週1回(または月5回まで)￥1,500
　　　　週2回(または月10回まで)￥3,000
　　　　週4回(または月20回まで)￥5,000
＊事前予約：必要（体験できます）
＊駐車場：あり
＊お問い合わせ：月曜日～土曜日
　　　　　　　　9：00～17：00
＊島本と和朗園の巡回バスが始まりました。
　利用を希望される方はお問い合わせください

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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住所：高槻市井尻2-37-8（和朗園4F）
電話番号：（072）660-3600
FAX：（072）660-3601　

イオン

和み喫茶

国道171号

井尻交差点

至京都IC▶

バス停
道鵜町

P

171

ケアハウスの方やグループホームの方、近隣の方が集まって楽しくお話をされていました。クリニックが併設され
ているので病院の合間で参加できます。また近隣の方がお手伝いに来られています。「主人がお世話になった和
朗園への恩返し」 「私も楽しみにしている」との思いから参加され、今では自分の楽しみになっているそうです。

基本情報

和み喫茶は少人数のカフェです。認知
症の人や家族、近隣の方などさまざま
な方が集い、おしゃべりを楽しんでい
ます。音楽や百人一首、体操等のイベ
ントを行うこともあります。認知症に
関する相談も受けております。

●気の合う人同士で話すのが楽しい
　（80代女性）
●みんなで若かった時の話をするの
　が楽しい（80代女性）

和み喫茶
たかつきカフェ（認知症カフェ）

＊だれでも参加できます
＊活動日時：毎月第2水曜日
　　　　　　13：30～15：30　
　　　（開催日程を変更する場合がござい
　　　　ますので、事前にお問合せください）
＊料金：１００円（茶菓子付き）
　　　　飲み物はおかわり可
＊事前予約：不要
＊駐車場：あり
＊お問合せ：月曜日～金曜日　
　　　　　　9：00～17：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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イオン

和く和くジム

国道171号

井尻交差点

至京都IC▶

バス停
道鵜町

P

171

住所：高槻市井尻2-37-8(和朗園)※巡回バスあり
電話番号：（072）660-3600
FAX：（072）660-3601

機能訓練指導員の先生がその方の病気や病歴に合わせてプログラムを組んでくれるので自分に合ったトレー
ニングが行えるそうです。みなさんが楽しく会話をしながら、トレーニングをされており、とてもアットホームな
ジムでした。また運動のあとに100円でおいしいプロテインも飲めるそうです。

基本情報

自分で運動や体操をするのが苦手、
運動をしているけれどもう少し頑張
りたい、いろいろな人と交流できる
場で運動したい、いつまでも身体も
心も元気でいたい、こんな方を是非
お待ちしております。

●値段が安くて使いやすい（70代女性）
●いつでも使えるのが良い（60代女性）
●先生（機能訓練指導員）が楽しいから
　続けやすい　　　　　　（60代女性）

和く和くジム
和朗園できたえる和～イキイキ　ウキウキ　ムッキムキ

＊どなたでも利用可能です
　＜内容＞マシントレーニングを中心に有酸素
　　　　　運動バランス訓練、筋力強化、体幹
　　　　　トレーニング、ブルブル振動マシン
               を使用してのトレーニング
＊活動日時：月曜～土曜　
＊料金：週1回(または月5回まで)￥1,500
　　　　週2回(または月10回まで)￥3,000
　　　　週4回(または月20回まで)￥5,000
＊事前予約：必要（体験できます）
＊駐車場：あり
＊お問い合わせ：月曜日～土曜日
　　　　　　　　9：00～17：00
＊島本と和朗園の巡回バスが始まりました。
　利用を希望される方はお問い合わせください

～生活支援コーディネーターより～
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住所：高槻市井尻2-37-8（和朗園）
電話番号：（072）660-3600
FAX：（072）660-3601

みんなで楽しく歌を歌うことで、脳トレや筋トレ、MUSIC筋力アップ、認知症予防、口腔体操と発声練習などが行
える場所です。また歌を歌った後のティータイムは友人作りの場にもなっているようでした。

基本情報

音楽と運動を組み合わせたほん和
かエクササイズと様々な曲をハモッ
て楽しむ《コーラス》によって、頭と
身体の健康維持＆生きがい創りを
提供する空間です。

●歌うのが好きなので発散にもなるし楽しい
（70代女性）
●母の病気の予防で利用したが楽しくて自
分も一緒に参加している（30代女性）

ほん和か　ミュージックルーム
歌って♪ハモッテ♪カラダもココロも軽やかに！

＊どなたでも参加できます
　＜内容＞ミュージックトレーニング
　　　　　（口腔体操+発声練習等）
　　　　　コーラス
　　　　　（ジャンルにとらわれずにコーラス
　　　　　　アレンジで歌います）
　　　   　ティータイム
＊活動日時：
　　毎月第1・3金曜または第2・4金曜日　
　　10：00～11：00
＊料金：500円
＊事前予約：必要
＊駐車場：あり
＊お問い合わせ：月曜日～土曜日
　　　　　　　　９：00～17：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り

21

イオン

ほん和か
ミュージックルーム

国道171号

井尻交差点

至京都IC▶

バス停
道鵜町

P

171



住所：高槻市宮野町16-1
電話番号：（072）655-8839
FAX：同上　

国道171号

国
道
1
7
0
号

街かどデイハウス
キャロット

ローソン

明野鍼灸整骨院

JR高槻駅

阪急高槻市駅

171

170

体操以外に太極拳やヨガ、折り紙等もされており、日によってメニューも違うようです。取材日は、ますます元気
体操と太極拳の日でした。初めての参加が１年以内という方・不定期に来られる方もおられ、気軽に参加できる
雰囲気でした。今後も利用する方が増えてほしいとのことです。

基本情報

毎日いつでも訪問できる居場所です。

●体操を続けていると、体調が良くなった
●顔見知りが増えた。仲が良い
●参加すると充実した気分になる

街かどデイハウス　キャロット
あたたかい雰囲気でもうひとつの我が家

＊高槻市在住の６５歳以上の方対象です
　（利用者の９割が女性です）
　介護予防創作活動・趣味活動
＊活動日時：月曜日～土曜日
　　　　　　１０：００～１６：００
　　　　　　（日曜日・祝日休み）
＊料金：１日２００円
　　　　（一部メニューで価格が異なります）
＊駐車場：無
＊お問合せ：10：00～16：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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住所：高槻市井尻2-37-8（和朗園）
電話番号：（072）660-3600
FAX：（072）660-3601

みんなで楽しく歌を歌うことで、脳トレや筋トレ、MUSIC筋力アップ、認知症予防、口腔体操と発声練習などが行
える場所です。また歌を歌った後のティータイムは友人作りの場にもなっているようでした。

基本情報

音楽と運動を組み合わせたほん和
かエクササイズと様々な曲をハモッ
て楽しむ《コーラス》によって、頭と
身体の健康維持＆生きがい創りを
提供する空間です。

●歌うのが好きなので発散にもなるし楽しい
（70代女性）
●母の病気の予防で利用したが楽しくて自
分も一緒に参加している（30代女性）

ほん和か　ミュージックルーム
歌って♪ハモッテ♪カラダもココロも軽やかに！

＊どなたでも参加できます
　＜内容＞ミュージックトレーニング
　　　　　（口腔体操+発声練習等）
　　　　　コーラス
　　　　　（ジャンルにとらわれずにコーラス
　　　　　　アレンジで歌います）
　　　   　ティータイム
＊活動日時：
　　毎月第1・3金曜または第2・4金曜日　
　　10：00～11：00
＊料金：500円
＊事前予約：必要
＊駐車場：あり
＊お問い合わせ：月曜日～土曜日
　　　　　　　　９：00～17：00
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イオン

ほん和か
ミュージックルーム

国道171号

井尻交差点

至京都IC▶

バス停
道鵜町

P
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高槻
病院

西武

JR高
槻駅

至京
都▶

カフェさくら草
2号店

※JR高槻駅の北口側です

「愛仁会ふれあい広場」
愛仁会リハビリテーション病院
３階地域交流スペース
住所：高槻市白梅町5-7

季節に合わせた催し物を行われていたり、暮らしに役立つ情報など様々な講義や様々な体操を行われています。
開放感ある空間で明るくのびのびとした雰囲気でした。またJR高槻駅から徒歩5分ととても利便性も良くて気
軽に参加できます。

基本情報

「地域とともに創るカフェ」をコンセプトに平
成30年9月より開催しています。地域の民生
委員児童委員・地区福祉委員会・介護保険
サービス提供事業所の方々にスタッフとして
ご協力をいただいています。心身ともにリフ
レッシュできる空間の中で、参加者の笑顔が
素敵なカフェです。また相談ブースを設け、
様々な相談に対し各専門職が対応しています。

●ためになる講義や季節の催し物もあ
るのですごく楽しいです（70代男性）
●雰囲気がよくて楽しくてためにもな
るのでありがたい（70代女性）

カフェさくら草２号店
気軽にお茶を飲みながら楽しく過ごしましょう

＊ミニ講座・ミニ体操・歌体操等を実施
（また相談ブースを設け専門職による相談対応を
　実施)
＊活動日時：偶数月第３火曜日
　　　　　　10：00～12：00
　　　　　（ただし火曜日が祝日の場合は変更有）
＊料金：無料
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊お問合せ：高槻中央地域包括支援センター
　　　　　　電話番号（072）682-7411
　　　　　　月曜日～土曜日　
　　　　　　9：00～17：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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※JR高槻駅の
　南口側です

JR高
槻駅

居場所 たなべ

グリーンプラザ高槻3号館 松坂屋

市役所
至阪急高槻市駅▶

駅前ロータリー

住所：高槻市上田辺町19-12
電話番号：090-9047-9619
　　　　　（代表　河野・内田）

麻雀も英会話も老若男女楽しめます。麻雀をされている方々が、笑顔でお話されていました。「ここで麻雀を教
えてもらってる」「色んな話ができる」とのことで、麻雀を通して顔馴染みになっておられるようです。

基本情報

市役所北の大通りに面した便利な場所
です。終了前にティータイムあり。
会話も楽しんで下さい。

●色んな人と交流できるのが良い
●会話出来るのが楽しい
●ここに来ること自体が運動になる

居場所　たなべ
どなたでも参加。利用できる居場所です。

＊どなたでも参加可。特に高齢者の方は居場所
として利用して下さい。主に麻雀・英会話。
＊活動日時：【麻雀】月・水・金
　　　　　　　　　　10：00～16：00
　　　　　　【英会話】日（第１・３）
　　　　　　　　　　10：00～12：00
＊料金：一律５００円（時間内自由参加）
＊事前予約：不要（定員１６名）
＊駐輪場：あり
＊駐車場：近くに有料パーキングあり
＊お問合せ：10：00～16：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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高槻
病院

西武

JR高
槻駅

至京
都▶

カフェさくら草
2号店

※JR高槻駅の北口側です

「愛仁会ふれあい広場」
愛仁会リハビリテーション病院
３階地域交流スペース
住所：高槻市白梅町5-7

季節に合わせた催し物を行われていたり、暮らしに役立つ情報など様々な講義や様々な体操を行われています。
開放感ある空間で明るくのびのびとした雰囲気でした。またJR高槻駅から徒歩5分ととても利便性も良くて気
軽に参加できます。

基本情報

「地域とともに創るカフェ」をコンセプトに平
成30年9月より開催しています。地域の民生
委員児童委員・地区福祉委員会・介護保険
サービス提供事業所の方々にスタッフとして
ご協力をいただいています。心身ともにリフ
レッシュできる空間の中で、参加者の笑顔が
素敵なカフェです。また相談ブースを設け、
様々な相談に対し各専門職が対応しています。

●ためになる講義や季節の催し物もあ
るのですごく楽しいです（70代男性）
●雰囲気がよくて楽しくてためにもな
るのでありがたい（70代女性）

カフェさくら草２号店
気軽にお茶を飲みながら楽しく過ごしましょう

＊ミニ講座・ミニ体操・歌体操等を実施
（また相談ブースを設け専門職による相談対応を
　実施)
＊活動日時：偶数月第３火曜日
　　　　　　10：00～12：00
　　　　　（ただし火曜日が祝日の場合は変更有）
＊料金：無料
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊お問合せ：高槻中央地域包括支援センター
　　　　　　電話番号（072）682-7411
　　　　　　月曜日～土曜日　
　　　　　　9：00～17：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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開催場所：赤大路コミュニティーセンター
住所：高槻市赤大路町15-6

至京都▶

赤大路
小学校

阪急バス停
赤大路

サロン・ラベンダー
in 赤大路

国道171号線

簡単な脳トレや歌体操などを、みなさんが楽しそうに行われていました。
またカフェでもあるので、みなさんの笑い声の絶えない憩いの場になっていました。

基本情報

大笑い・小笑いしながら脳を活性
化！！皆で楽しく脳トレレクレーショ
ン・歌体操・講座などの後は楽しい
カフェタイム♥

●ここに来たらみんなと笑えて楽しい
　（70代女性）
●習った脳トレを他の場所での活動で
　活かしているので、教えてほしい　
　（70代男性）

サロン・ラベンダー
ｉｎ　赤大路

＊６５歳以上の近隣の方ならどなたでも利用
　できます
＊活動日時：毎月第１月曜日
　　　　　　13：30～15：00
＊料金：コーヒー又は紅茶とお菓子のセット
　　　　100円
＊事前予約：不要
＊駐車場：あり（数台）
＊お問合わせ：郡家地域包括支援センター
　　　　　　　月曜日～土曜日　9：00～17：00
　　　　　　　電話番号　072-681-8181

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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住所：高槻市富田丘町3-12 佐竹ビル103号
電話番号：（072）658-8365
FAX：　同上

イオンフードスタイル
摂津富田店

国道171号

摂津富田駅

※イオンフードスタイル摂津富田店の
　目の前にある佐竹ビルの1階です。

グリーンふらっと
富田丘町

171

ボールやチューブを使用した体操、椅子に座ってできる体操等、充実した内容でした。曜日や時間によって体操の内
容も異なるので、予定表を確認して自由に参加できるようです。専門スタッフによるアドバイスも聞きながら運動出
来るので、しっかりと身体を動かしたい方におすすめだと思います。若い方も参加され、楽しまれているそうです。

基本情報

簡単にできる体操を実施しています。
身体を動かしたい方に最適です。

和気あいあいと楽しく体を動かして
います。

グリーンふらっと富田丘町
地域のみんなで集まって。

地域のみんなの笑顔の花を咲かせたい。

＊介護予防体操（年齢不問です）
　１回あたり３０分～４５分程の体操です
＊活動日時：月曜日～金曜日　９時～１６時
＊料金：１回５００円（月額３,０００円）
＊お問合せ：９：00～１６：00
＊初回利用のみ事前予約が必要です
　初回利用時に理学療法士がお身体の評価を
　させていただきます。
　２回目以降は予約不要。

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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開催場所：赤大路コミュニティーセンター
住所：高槻市赤大路町15-6

至京都▶

赤大路
小学校

阪急バス停
赤大路

サロン・ラベンダー
in 赤大路

国道171号線

簡単な脳トレや歌体操などを、みなさんが楽しそうに行われていました。
またカフェでもあるので、みなさんの笑い声の絶えない憩いの場になっていました。

基本情報

大笑い・小笑いしながら脳を活性
化！！皆で楽しく脳トレレクレーショ
ン・歌体操・講座などの後は楽しい
カフェタイム♥

●ここに来たらみんなと笑えて楽しい
　（70代女性）
●習った脳トレを他の場所での活動で
　活かしているので、教えてほしい　
　（70代男性）

サロン・ラベンダー
ｉｎ　赤大路

＊６５歳以上の近隣の方ならどなたでも利用
　できます
＊活動日時：毎月第１月曜日
　　　　　　13：30～15：00
＊料金：コーヒー又は紅茶とお菓子のセット
　　　　100円
＊事前予約：不要
＊駐車場：あり（数台）
＊お問合わせ：郡家地域包括支援センター
　　　　　　　月曜日～土曜日　9：00～17：00
　　　　　　　電話番号　072-681-8181

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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桃園コミュニティセンター
住所：高槻市城西町10-12

高槻
郵便局

桃園小学校

カフェさくら草
1号店
バス停
庄所

至京
都▶

国道
171
号

171

季節に合わせた催し物や役に立つ情報の講義、体操を行われているそうです。取材日はハンドベルと頭と体を
両方使った体操をされていました。相談できるスペースも準備してあるので、何か困ったことがあった時も気楽
に相談もできそうな場所でした。

基本情報

「地域とともに創るカフェ」をコンセプト
に平成２９年６月より開催しています。地
域の民生委員児童委員・地区福祉委員会・
介護保険サービス提供事業所の方々にス
タッフとしてご協力をいただいています。
心身ともにリフレッシュ出来る空間の中
で参加者の笑顔が素敵なカフェです。ま
た相談ブースを設け、様々な相談に対し
各専門職が対応しています。

●友達と一緒に初めて来ましたけどすごく楽しかっ
たです（70代女性）
●相談もできると聞いていたので、夫婦で参加して
みて楽しかったし相談もできてほんとによかった
　（60代女性）

カフェさくら草１号店
気軽にお茶を飲みながら楽しく過ごしましょう

＊ミニ講座・ミニ体操・歌体操などを実施
（また相談ブースを設け専門職による相談対応を
　実施)
＊活動日時：奇数月第4金曜日
　　　　　　１3：00～１5：00
　　　　　（ただし金曜日が祝日の場合は変更有）
＊料金：無料
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊お問合せ：高槻中央地域包括支援センター
　　　　　　電話番号（072）682-7411
　　　　　　月曜日～土曜日　
　　　　　　９：00～17：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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住所：高槻市須賀町65-10
電話番号：（072）676-9072

国道171号

国
道
1
7
0
号

府道17号
ファミリーマート

至京都▶

八丁畷
交差点

春日町
交差点

大冠カーム
脳トレ・体操教室

171

170

17

体を使った簡単な脳トレやクロスワードパズルのように考える脳トレ、ストレッチを中心にした体操をみんなで楽
しく話しながら行われています。自由参加なので行きたいときに行き休みたい時は休むことができるので、気軽
に参加してみてはいかがでしょうか。

基本情報

近隣の元気な方が来られて、
和気あいあいと楽しく参加されてい
ます。

【活動内容】
①脳トレ教室：クロスワードパズル・
　四文字熟語・ナンプレ
②体操教室：早口言葉・歌体操・
　ストレッチ

大冠カーム脳トレ・体操教室
元気で長生き、頭も体も！

＊近所に住んでおられる方、自転車、徒歩
　で来れる方は気軽に参加できます
＊活動日時：
　①脳トレ教室：毎月第２木曜日
　②体操教室：毎月第４月曜日
　　時間：10：00～11：00
＊料金：無料
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊問い合わせ：月曜日～金曜日
　12時～13時、17時～18時
＊大冠カーム施設見学もできます。

～生活支援コーディネーターより～
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東海
道新
幹線

桃園コミュニティセンター
住所：高槻市城西町10-12

高槻
郵便局

桃園小学校

カフェさくら草
1号店
バス停
庄所

至京
都▶

国道
171
号

171

季節に合わせた催し物や役に立つ情報の講義、体操を行われているそうです。取材日はハンドベルと頭と体を
両方使った体操をされていました。相談できるスペースも準備してあるので、何か困ったことがあった時も気楽
に相談もできそうな場所でした。

基本情報

「地域とともに創るカフェ」をコンセプト
に平成２９年６月より開催しています。地
域の民生委員児童委員・地区福祉委員会・
介護保険サービス提供事業所の方々にス
タッフとしてご協力をいただいています。
心身ともにリフレッシュ出来る空間の中
で参加者の笑顔が素敵なカフェです。ま
た相談ブースを設け、様々な相談に対し
各専門職が対応しています。

●友達と一緒に初めて来ましたけどすごく楽しかっ
たです（70代女性）
●相談もできると聞いていたので、夫婦で参加して
みて楽しかったし相談もできてほんとによかった
　（60代女性）

カフェさくら草１号店
気軽にお茶を飲みながら楽しく過ごしましょう

＊ミニ講座・ミニ体操・歌体操などを実施
（また相談ブースを設け専門職による相談対応を
　実施)
＊活動日時：奇数月第4金曜日
　　　　　　１3：00～１5：00
　　　　　（ただし金曜日が祝日の場合は変更有）
＊料金：無料
＊事前予約：不要
＊駐車場：なし
＊お問合せ：高槻中央地域包括支援センター
　　　　　　電話番号（072）682-7411
　　　　　　月曜日～土曜日　
　　　　　　９：00～17：00

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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住所：高槻市如是町28-1
　　　日商岩井高槻マンション115号
電話番号：（072）658-9167
FAX：　同上

バス停
如是南マルヤス

五百住
小学校
幼稚園

如是
中学校

グリーン
ふらっと如是

ボールやチューブを使用した体操、椅子に座って出来る体操等、充実した内容でした。曜日や時間によって体操の内
容も異なるので、予定表を確認して自由に参加できるようです。専門スタッフによるアドバイスも聞きながら運動で
きるので、しっかりと身体を動かしたい方におすすめだと思います。若い方も参加され、楽しまれているそうです。

基本情報

簡単にできる体操を実施しています。
身体を動かしたい方に最適です。

担当者　渡邊さんより

和気あいあいと楽しく体を動かして
います。

グリーンふらっと如是
地域のみんなで集まって。

地域のみんなの笑顔の花を咲かせたい。

＊介護予防体操（年齢不問です）
１回あたり３０分～４５分程の体操です
＊活動日時：月曜日～金曜日 ９時～１６時
＊料金：月額３,０００円（１回５００円）
＊お問合せ：９：00～１６：00
＊初回利用のみ事前予約が必要です。
　初回利用時に理学療法士がお身体の評価を
　させていただきます。
　２回目以降は予約不要。

～生活支援コーディネーターより～
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メゾンエスティ

津之江
小学校

サボイ
線路下に
トンネルあり

◀至阪急富田駅

◀至JR摂津富田駅

サロンdeフェルマータ
よすみ店

住所：高槻市東五百住町1-38-13
電話番号：(072)661-7019
FAX：　(072)661-7029

訪問した日がクリスマスということもあり、カフェの内装がクリスマス仕様になっていました。障がい者の方の作業所が
併設されており、作業所の方もカフェに来ているようです。曜日を決めて、カフェのお手伝いもされているとのことでした。
近隣の方もコーヒーを飲みに来られたり、イベントに参加されたりと、気軽に立ち寄れるアットホームな雰囲気でした。

基本情報

東五百住の住宅街にひっそりとある
隠れ家的な喫茶店です

●季節ごとに内装を工夫しています
●イベントも定期的に開催しています
●Facebookでも情報発信しています

サロンdeフェルマータよすみ店
その人なりにほどよく

＊障がい者の方を中心に地域の方の交流を
　していただくためのカフェスペースです。
　日によって異なりますが、男性７割・女性
　３割来られています。
＊活動日時：カフェタイム
　　　　　　月曜日～土曜日 
　　　　　　13：00～16：00
＊料金：コーヒー・カフェオレ・
　　　　ハーブティー等　220円～
　　　　トースト 160円～
＊事前予約：不要（座席数12席）
＊駐車場　有り（１台）
＊お問合せ：9：00～17：00
＊その他：メニュー変更の場合あり

～生活支援コーディネーターより～

30

住所：高槻市如是町28-1
　　　日商岩井高槻マンション115号
電話番号：（072）658-9167
FAX：　同上

バス停
如是南マルヤス

五百住
小学校
幼稚園

如是
中学校

グリーン
ふらっと如是

ボールやチューブを使用した体操、椅子に座って出来る体操等、充実した内容でした。曜日や時間によって体操の内
容も異なるので、予定表を確認して自由に参加できるようです。専門スタッフによるアドバイスも聞きながら運動で
きるので、しっかりと身体を動かしたい方におすすめだと思います。若い方も参加され、楽しまれているそうです。

基本情報

簡単にできる体操を実施しています。
身体を動かしたい方に最適です。

担当者　渡邊さんより

和気あいあいと楽しく体を動かして
います。

グリーンふらっと如是
地域のみんなで集まって。

地域のみんなの笑顔の花を咲かせたい。

＊介護予防体操（年齢不問です）
１回あたり３０分～４５分程の体操です
＊活動日時：月曜日～金曜日 ９時～１６時
＊料金：月額３,０００円（１回５００円）
＊お問合せ：９：00～１６：00
＊初回利用のみ事前予約が必要です。
　初回利用時に理学療法士がお身体の評価を
　させていただきます。
　２回目以降は予約不要。

～生活支援コーディネーターより～
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JR摂津
富田駅

阪急富
田駅

ひかり
診療所

寿酒造

マルヨシ
米穀

京都方
面▶

街かどデイハウス
なごみの家

住所：高槻市富田町３丁目29-５
電話番号：（072）694-6062
FAX：同上　

訪問日は体操・麻雀・編み物をされていました。他にも様々な活動を日替わりでされているようです。近所の方だ
けでなく、公共交通機関を利用して来られている方もおられました。「楽しめる居場所」を目的に運営されており、
利用されている方々からも「楽しい」という声が多くありました。自宅のような落ち着く雰囲気です。

基本情報

NPO法人として街かどデイハウス
だけでなく、会員向けの生活支援
サービスも始めました。
これらも含め地域の高齢者の生活、
くらしを応援しています。

●いつも楽しみに来ています
●ここに来ると若返ります
●体操もしていて元気になりました

街かどデイハウス　なごみの家
気軽に集える高齢者の居場所

＊対象者は６５歳以上の高齢者
　（利用者は男性２割、女性８割です）
　歌声、編み物、パソコン、絵手紙、麻雀、
　囲碁、着物リメイク、小物づくり、自彁術
　トールペイント
＊活動日時：平日　９：３０～１６：３０
＊料金：１時間１００円（お昼ご飯５００円）
＊事前予約：不要、定員１７名
　　　　（一時立ち寄り・見学大歓迎）
＊駐車場：有（２台）
＊お問合せ：１０：００～１６：００

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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マルヤス サイクルベース
あさひ

出光

ロータリー ※白い大きな家の
　1階リビングで開催

コトコトカフェ

住所：高槻市寿町2-15-11
電話番号：（072）694-2434
FAX：（072）694－2467　

府道
高槻
茨木
線

132

空き家を利用したカフェで２０１８年８月にオープン。元々リビングだった場所をカフェにされているので、自宅に
いるような温かみのあるカフェです。コーヒーもこだわって選んでいるとのことです。実際に訪問した際も２種類
用意されていました。年齢関係なく、幅広い世代の方に来てもらいたいとのことでした。

基本情報

住宅地の中で、地域の方のお家のリビン
グを借りて開催。天井が高く、日当たり
の良い、ゆったりとした空間。
コーヒー好きのスタッフが選んだコー
ヒーも好評。
スタッフに気軽に介護の相談などもでき
ます。

●コーヒーが美味しい
●窓が大きいので明るくて良い
●近くに喫茶がないので嬉しい

コトコトカフェ
おいしいコーヒーを飲みながら、
思い思いの時間をお過ごし下さい

＊子供から大人までどなたでも。
　地域の方が気軽に立ち寄れる場所を提供。
　コーヒーを飲みながら交流をしたり、介護
　相談なども受け付けます。
＊活動日時：第３火曜日　１３時～１５時
＊料金：コーヒー・紅茶・ジュース
　　　　各１００円（お菓子付き）
＊事前予約：不要（席数は１５席程度）
＊駐車場：無（自転車・バイクは駐輪可）
＊お問合せ：富田地域包括支援センター
（右記電話番号）まで

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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富田駅

阪急富
田駅

ひかり
診療所

寿酒造

マルヨシ
米穀

京都方
面▶

街かどデイハウス
なごみの家

住所：高槻市富田町３丁目29-５
電話番号：（072）694-6062
FAX：同上　

訪問日は体操・麻雀・編み物をされていました。他にも様々な活動を日替わりでされているようです。近所の方だ
けでなく、公共交通機関を利用して来られている方もおられました。「楽しめる居場所」を目的に運営されており、
利用されている方々からも「楽しい」という声が多くありました。自宅のような落ち着く雰囲気です。

基本情報

NPO法人として街かどデイハウス
だけでなく、会員向けの生活支援
サービスも始めました。
これらも含め地域の高齢者の生活、
くらしを応援しています。

●いつも楽しみに来ています
●ここに来ると若返ります
●体操もしていて元気になりました

街かどデイハウス　なごみの家
気軽に集える高齢者の居場所

＊対象者は６５歳以上の高齢者
　（利用者は男性２割、女性８割です）
　歌声、編み物、パソコン、絵手紙、麻雀、
　囲碁、着物リメイク、小物づくり、自彁術
　トールペイント
＊活動日時：平日　９：３０～１６：３０
＊料金：１時間１００円（お昼ご飯５００円）
＊事前予約：不要、定員１７名
　　　　（一時立ち寄り・見学大歓迎）
＊駐車場：有（２台）
＊お問合せ：１０：００～１６：００

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り

31



富
田
団
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京都
銀行

阪急
オアシス

コーナン

▼ 玉川小学校

高槻
市民プール

健康会
つながりサロン

住所：高槻市牧田町７－５６－１
サロン開催場所は、この住所の前に
ある建物です（UR集会所　中ホール）

電話番号：（072）690-3680
FAX：（072）690-3688

取材の日はお正月に向けて、フェルトで作る「鏡餅」の日でした。２０名程参加されており、テーブルに分かれて熱
心に手芸をされていました。途中同席の方と会話が弾みながら、楽しまれているご様子もみられました。裁縫道
具は各自持参されているようです。

基本情報

初めてお一人で参加されても、他の参
加者やスタッフが温かく迎えます。
簡単に作ることができる作品づくりが
中心です。かわいくて便利な小物作り
を一緒にしませんか。

●最初からずっと参加しています。
●手芸するのも楽しみだけど、みんな
とお喋り出来るのが楽しみです。

健康会　つながりサロン
気軽に集まって趣味活動やおしゃべりを楽しみませんか

＊どなたでも参加できます
　おしゃべりを楽しみながら手芸（小物
　作り）をする事がほとんどです
＊活動日時：毎月第１・３金曜日
　　　　　　10：00～12：00
＊料金：１回100円 
（材料費込み。ただし別途材料費が必要な
　場合あり）
＊事前予約：不要（平均３０名程参加）
　ほとんど女性、男性も数名参加される日もあり
＊駐車場：近隣に有料駐車場あり
＊お問合せ：月曜日～土曜日
　　　　　　9：00～16：30

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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高槻市社会福祉協議会

イメージキャラクター

タッピー 

桃園地区 若松地区 

西阿武野地区 中阿武野地区 

ふれあい喫茶（地域の交流の場づくり事業） 

地域に暮らす高齢者をはじめ、多世代の方が気軽に参加できるカフェタイプ

の「ふれあいの場（サロン）」です。お茶を飲みながら隣り合わせた方と自然

に情報や悩みを共有することで、顔見知りが増え気軽に挨拶を交わす日常の

つながりへと広げていくことが大きな目的です。

運営は地区福祉委員会です。 

地区福祉委員会とは・・・社会福祉協議会の活動を実践する組織で、概ね小学校区をエリアとして地域の福祉ニーズを

掘り起こし、そこに住む「すべての住民が安心して暮らせるまちづくり」の推進役であり、住民自らの知恵と力を出し

合って活動を行う組織です。 

参加費はおおむね１００円です。 

コーヒー等の飲み物とお菓子を食べながら、わいわいお話しします。

次のページより、高槻市内で実施されている「ふれあい喫茶」の一覧を載せています。

詳細等はお気軽に高槻市社会福祉協議会までお問い合せ下さい。 

　　　　　　　　  高槻市社会福祉協議会 地域福祉課：０７２－６７４－７４９７
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▼ 玉川小学校

高槻
市民プール

健康会
つながりサロン

住所：高槻市牧田町７－５６－１
サロン開催場所は、この住所の前に
ある建物です（UR集会所　中ホール）

電話番号：（072）690-3680
FAX：（072）690-3688

取材の日はお正月に向けて、フェルトで作る「鏡餅」の日でした。２０名程参加されており、テーブルに分かれて熱
心に手芸をされていました。途中同席の方と会話が弾みながら、楽しまれているご様子もみられました。裁縫道
具は各自持参されているようです。

基本情報

初めてお一人で参加されても、他の参
加者やスタッフが温かく迎えます。
簡単に作ることができる作品づくりが
中心です。かわいくて便利な小物作り
を一緒にしませんか。

●最初からずっと参加しています。
●手芸するのも楽しみだけど、みんな
とお喋り出来るのが楽しみです。

健康会　つながりサロン
気軽に集まって趣味活動やおしゃべりを楽しみませんか

＊どなたでも参加できます
　おしゃべりを楽しみながら手芸（小物
　作り）をする事がほとんどです
＊活動日時：毎月第１・３金曜日
　　　　　　10：00～12：00
＊料金：１回100円 
（材料費込み。ただし別途材料費が必要な
　場合あり）
＊事前予約：不要（平均３０名程参加）
　ほとんど女性、男性も数名参加される日もあり
＊駐車場：近隣に有料駐車場あり
＊お問合せ：月曜日～土曜日
　　　　　　9：00～16：30

～生活支援コーディネーターより～

利 用 者 さ ん よ り
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ふれあい喫茶一覧（令和元年 6 月現在） 

北東部 

地区名 曜日 時間 場所／住所 名前 

樫田 月 2 回不定期 11:00～15:00 出灰集会所/大字出灰小字堂ノ前 出灰ふれあい喫茶 

第 2・4 

水曜日 

13:00～15:00 コミュニティたのう 

/大字田能小字岡畑 20 番地 

城山サロン 

第４火曜日 14:00～16:00 二料集会所/大字二料小字垣内 二料ふれあい喫茶 

北清水 第 2 土曜日 10:00～13:00 安岡寺自治会館/安岡寺町 4-21-2 北清水ふれあい喫茶 

第 3 火曜日 10:00～12:00 松が丘自治会館/松が丘 2-8 

第 3 土曜日 10:00～12:00 原公民館/大字原 808-3 

清水 第 1～4 木曜日 11:30～15:00 清水コミュニティセンター 

/宮之川原 5-4-3 

Ｃａｆｅ しみず 

天神山 第１火曜日 11:00～12:30 天神山自治会館 

/天神町 2-6（うのはな児童遊園内） 

ふれあい喫茶 

 1-41-2町神天奥/館会こしでな 日曜水3第

第 4 日曜日 13:00～16:00 奥天神 1 丁目自治会館 

/奥天神町 1-10-15 

にぎわいカフェ  

だんだん（暖々） 

磐手 毎週土曜日 11:00～14:00 奥坂コミュニティセンター 

/別所本町 35-3 

Ｃａｆｅおくさか 

第 4 火曜日 12:30～15:30 磐手公民館/安満北の町 18-1 Ｃａｆｅいわて 

真上 第 2 金曜日 15:00～16:00 真上西クラブ/西真上 1-9-3 まかみふれあい喫茶 

第 3 木曜日 10:00～12:00 真上北クラブ/緑が丘 1-19-1 

 6-61-2町上真/館民公上真 日曜木4第

芥川 第 3 月曜日 11:30～12:30 芥川公民館 /芥川町 4-20-12 ふれあい喫茶 

第４土曜日 13:00～15:00 

五領 毎週火曜日 9:30～12:00 上牧北駅前町 7-3(五領保育園前) ふれあい喫茶  

キラキラハウス 

北西部 

地区名 曜日 時間 場所／住所 名前 

北阿武野 毎週火曜日 10:00～15:00 阿武野コミュニティセンター 

/南平台 5-21-2 

ふれあい喫茶 

阿武山 毎週火曜日 10:00～15:00 阿武山公民館/奈佐原 2-11-12 ふれあいサロン阿武山 

西阿武野 第 1・3 

水曜日 

10:00～15:00 西阿武野コミュニティセンター 

/阿武野 1-10-2 

ふれあい喫茶 

おしゃべりカフェ 

中阿武野 第 1 水曜日 11:00～13:30 今城塚公民館/郡家新町 48-3 ふれあい喫茶あぶの 



川西 第 2 火曜日 10:00～13:00 郡家新町自治会館/郡家新町 20-32 ふれあい喫茶・ 

ぐんけ 

 ータンセィテニュミコ西川 日曜火4第

/清福寺町 6-5 

ふれあい喫茶・ 

かわにし 

赤大路 第 3 日曜日 10:00～12:00 赤大路コミュニティセンター 

/赤大路町 15-6 

ふれあい喫茶  

赤大路コミセン 

 畑大 茶喫いあれふ 1-32町畑大/館民公町畑大 日曜木4第

南東部 

地区名 曜日 時間 場所／住所 名前 

高槻 第 1・3 木曜日 13:30～15:00 城内公民館/城内町 1-1 高槻地区 

ふれあい喫茶 

桃園 第 2 土曜日 13:30～15:30 桃園コミュニティセンター 

/城西町 10-12 

 

ふれあい喫茶 

※出丸苑での開催は 5 月・

10 月・1 月・2 月の開催 

その他の月は桃園コミュニ

ティセンター(12月はお休み) 

 内 苑丸出 ムーホ人老護養別特 日曜土４第

/出丸町 4-62（※詳細は右記の通り） 

 ータンセいあれふ 館会治自側堀西 日曜水4第

/ 紺屋町 14 番（阪急高架下） 

松原 毎週火曜日 13:00～15:00 千代田町 28-12（千代田町公民館横） ラポールほのぼの 

第 2・4 木曜日 13:00～15:30 沢良木住宅集会所/千代田町 22-25 

北大冠 第 3 木曜日 13:00～16:00 大冠北第二コミュニティセンター 

/宮野町 10-16 

よりみち 

大冠 第 2・4 木曜日 10:00～13:00 大冠北第一コミュニティセンター 

/永楽町 1-15 

ふれあい喫茶タッピー 

若松 第 2 を除く 

月曜日 

10:00～13:00 春日ふれあい文化センター 

/春日町 22-1 

ふれあい喫茶 

西大冠 毎週土曜日 13:00～16:00 西大冠コミュニティセンター 

/城南町 3-1-3 

ふれあいサロン 

「やすらぎ」 

庄所 第 3 水曜日 13:30～15:30 庄所コミュニティセンター/南庄所町 3-3 ふれあい喫茶 

第 1 金曜日 13:00～15:00 高西町自治会集会所 

/高西町 16（さざんか児童遊園内） 

第 4 金曜日 13:00～15:00 庄所公民館/庄所町 13-7 

堤 第 1 土曜日 

第 3 火曜日 

10:00～12:00 下田部団地第２自治会集会所 

/登町 20-1 

ひまわりサロン 

第 3 木曜日 10:00～12:00 下田部団地Ｃ団地集会所 

/登町 2-A26 

桜台 第 2・4 木曜日 10:00～12:00 

 

府営下田部住宅第一自治会集会所 

/登町 18-2 

ふれあい喫茶 

第１木曜日 10:00～12:00 西冠 3 丁目自治会集会所 

ふれあい喫茶一覧（令和元年 6 月現在） 

北東部 

地区名 曜日 時間 場所／住所 名前 

樫田 月 2 回不定期 11:00～15:00 出灰集会所/大字出灰小字堂ノ前 出灰ふれあい喫茶 

第 2・4 

水曜日 

13:00～15:00 コミュニティたのう 

/大字田能小字岡畑 20 番地 

城山サロン 

第４火曜日 14:00～16:00 二料集会所/大字二料小字垣内 二料ふれあい喫茶 

北清水 第 2 土曜日 10:00～13:00 安岡寺自治会館/安岡寺町 4-21-2 北清水ふれあい喫茶 

第 3 火曜日 10:00～12:00 松が丘自治会館/松が丘 2-8 

第 3 土曜日 10:00～12:00 原公民館/大字原 808-3 

清水 第 1～4 木曜日 11:30～15:00 清水コミュニティセンター 

/宮之川原 5-4-3 

Ｃａｆｅ しみず 

天神山 第１火曜日 11:00～12:30 天神山自治会館 

/天神町 2-6（うのはな児童遊園内） 

ふれあい喫茶 

 1-41-2町神天奥/館会こしでな 日曜水3第

第 4 日曜日 13:00～16:00 奥天神 1 丁目自治会館 

/奥天神町 1-10-15 

にぎわいカフェ  

だんだん（暖々） 

磐手 毎週土曜日 11:00～14:00 奥坂コミュニティセンター 

/別所本町 35-3 

Ｃａｆｅおくさか 

第 4 火曜日 12:30～15:30 磐手公民館/安満北の町 18-1 Ｃａｆｅいわて 

真上 第 2 金曜日 15:00～16:00 真上西クラブ/西真上 1-9-3 まかみふれあい喫茶 

第 3 木曜日 10:00～12:00 真上北クラブ/緑が丘 1-19-1 

 6-61-2町上真/館民公上真 日曜木4第

芥川 第 3 月曜日 11:30～12:30 芥川公民館 /芥川町 4-20-12 ふれあい喫茶 

第４土曜日 13:00～15:00 

五領 毎週火曜日 9:30～12:00 上牧北駅前町 7-3(五領保育園前) ふれあい喫茶  

キラキラハウス 

北西部 

地区名 曜日 時間 場所／住所 名前 

北阿武野 毎週火曜日 10:00～15:00 阿武野コミュニティセンター 

/南平台 5-21-2 

ふれあい喫茶 

阿武山 毎週火曜日 10:00～15:00 阿武山公民館/奈佐原 2-11-12 ふれあいサロン阿武山 

西阿武野 第 1・3 

水曜日 

10:00～15:00 西阿武野コミュニティセンター 

/阿武野 1-10-2 

ふれあい喫茶 

おしゃべりカフェ 

中阿武野 第 1 水曜日 11:00～13:30 今城塚公民館/郡家新町 48-3 ふれあい喫茶あぶの 



/西冠 3 丁目 14-2 

竹の内 第 1・3 水曜日 13:00～16:00 辻子 3 自治会公民館/辻子 3-18-1 ふれあい喫茶 ずし 

第 2・4 水曜日 13:00～16:00 第 7 東和苑自治会集会所/竹の内町 16-2 ふれあい喫茶 えん 

第 2 月曜日 13:00～16:00 南大樋自治会集会所/南大樋町 11-15 ふれあい喫茶 

第 4 月曜日 13:00～16:00 北大樋自治会集会所/北大樋町 40-17 

冠 第 1・3 日曜日 13:30～15:30 冠コミュニティセンター 

/大冠町 2-40-10 

ふれあい喫茶 

かんむり 

南大冠 第 2・4 を除く月

曜日 

10:00～12:00 深沢住宅集会所/深沢町 2-4-1 南冠・ふれあい喫茶 

第 4 ならびに祝

日を除く月曜日 

13:00～15:30 第 2 東和苑自治会集会所 

/深沢町 1-18-20 

第２・４木曜日 14:00～16:30 さくら自治会さくら公民館 

/深沢本町 30-7 

第 1・3 木曜日 13:00～15:30 大塚町連合自治会公民館/大塚町 2-34-8 

南西部 

地区名 曜日 時間 場所／住所 名前 

如是 第 1 月曜日 10:00～14:00 如是公民館/如是町 2-5 如是ふれあい喫茶 

第 2 月曜日 

(祝日の際は翌日) 

10:00～14:00 清水池コミュニティセンター 

/川西町 3-7-7 

津之江 毎週月曜日 9:00～11:30 津之江北町自治会館/津之江北町 31-13 ふれあい喫茶 

富田 第 2・4 火曜日 10:00～13:00 富田公民館/富田町 5-17-1 ふれあいｃａｆｅ 

とんだ 

第 2 土曜日 13:00～16:00 昭和台自治会館/昭和台町 2-18-5 昭和台七つ星★ 

ｃａｆｅ 

芝生 毎週火曜日 10:00～14:00 女瀬川南コミュニティセンター 

/芝生町 3-16-1 

にょぜがわドリーム 

喫茶 

寿栄川添 毎週木曜日 10:00～15:00 寿栄コミュニティセンター/栄町 3-11-3 ふれあい喫茶 

柳川 第 2・4 水曜日 10:30～15:30 柳川コミュニティセンター/西町 2-5 柳川ふれあい喫茶 

玉川・ 

牧田 

毎週月曜日 10:30～15:00 富田団地 55 棟ふれあいホール 

/牧田町 7-55 

ふれあい喫茶 

毎週水・土曜日 11:00～15:00 住民会館まきたセンター/牧田町 8-3 うの花喫茶 

三箇牧 毎週土曜日 13:00～15:00 府営柱本団地 B1 棟/柱本新町 1 番 B1 棟 やすらぎ喫茶 

第 2・4 日曜日 9:30～12:00 柱本東宝自治会館/柱本 6-8-5 居場所サロン東宝 

 

 



生活支援コーディネーター

地域の方

私たちがお手伝いします！

・近所の気軽に行ける場所を知りたい

・ちょっと困った時の相談先を知りたい

・地域で社会貢献活動をしたい

・高齢の方が集える場所を作りたい

・地域の通いの場や支援団体を紹介します

・地域でのボランティアなど社会貢献活動
　を紹介します

・地域での助け合い活動立ち上げの
　お手伝いをします

   みなさんの生活上の「困った」や「社会貢献をしたい」
という思いに生活支援コーディネーターが相談に応じます

地域で支え合いの活動を一緒に考えましょう

～高齢者のお困り事についてお気軽にご相談ください～

生活支援コーディネーター：安宅、中村、足立

TEL FAX ０72-661-4901０72-668-6680

住所 〒569-0065 高槻市城西町4-6

高槻市社会福祉協議会 地域福祉課

アタギ

お問い合わせ
ご相談は
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1 紹介します

２ 話し合いませんか？

地域で助け合い支え合いができるような仕組みを一緒に考えていきましょう

みなさんの希望に沿った団体や活動先を紹介していきます

３ 情報を教えてください

サポートが必要な方へ

地域での社会貢献活動に興味のある方へ

【ワークショップの様子】

高齢者を支援する活動や高齢者の活躍の場の情報を教えてください

この地域での暮らしをより良くするために

・日常生活上の支援を行う団体（NPO法人や社会福祉法人など）
・住民同士の助け合い活動
・気軽に立ち寄れる場所（サロン、カフェ、趣味活動の場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ますます元気体操活動拠点など）等

・地域で活動しているボランティア団体
・高齢者への生活支援を学ぶ研修会 等々

・地域に住んでいる方が困っていることについて
・解決するために何が必要か
・地域としてどんなことができるのか 等々

市内の2地区で地域での助け合い活動を行うための話し合
い（ワークショップ）を行っています。

皆さんから教えていただいた情報を集め、
相談があった時に必要な方に紹介します。

市内高齢者の生活支援を行う団体を
取りまとめた「生活のちょっとした困りごとお助
けガイド」を作成しました。

ご希望の方は生活支援コーディネーター
までご連絡ください。



 
 
 
「高槻ますます元気体操」は体力の衰えを感じ始め

た高齢期の方のために作成した高槻市オリジナルの

介護予防体操です。 

継続することで強い足腰、力強く歩ける体力を維持

・向上できるように構成されています。 

バランスの取れた食事と「高槻ますます元気体操」を習慣化すると 

高齢期に入っても筋肉は育ちます！筋肉を鍛えることで、姿勢も良くなり、若々しい

見た目に近づきます。体力がつくと活力が湧き、自然と心が元気になります。 

 

 

 
 

市民の皆さんが中心となって、グループで体操をしている場所が、市内に約２００か所

あります。「高槻ますます元気体操実施拠点紹介マップ」を活用して、自宅から通える

ところを見つけて参加しましょう！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５名以上の仲間と新たなグループ（自主グループ）を作り、体操してみませんか？ 

「高槻ますます元気体操」の継続的な取組をする自主グループを立ち上げたい方は 

長寿介護課までご連絡ください！ 

 
健幸ポイント

が貯まります 

ますます元気体操に関するお問い合わせ 

高槻市 健康福祉部 長寿介護課 TEL：０７２－６７４－７１６６ 



高齢者集いの場ガイド 
～ちょっと寄りたい街の縁側～ 
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