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私たちの住む地域を取り巻く環境は、少子高齢化、人口減少といった
問題を背景に、大きく変化しています。

倉敷市においても地域の差はありますが、高齢化は一層進んでおり、
ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加するなど、

高齢社会への対応は大きな課題となっています。
そのようななかで、

「人とのつながりが続くこと」
「自分の役割や生きがいが地域にあること」
「お互いさまの関係で支え合うこと」

などが、これからの「自分も地域も元気なまち」を目指すうえで
とても大切であり、その取り組みに多くの関心が集まっています。

このガイドブックでは、倉敷市における
「つながりの場」「健康寿命の延伸」「地域の支え合い」が

大きく広がることを目的に、『通いの場』の効果や魅力、実際の活動や
立ち上げの手順、ヒントについてご紹介します。

あなたの毎日が「こころ」と「情報」と「暮らし」が通いつづける

「かようび（通う日）」となるための参考になれば幸いです。

はじめにはじめにはじめに
住み慣れた地域で安心して暮らせる社会に！
「一人ひとりの居場所づくり」が元気な地域のキーワード

社会参加
「人とのつながりが続くこと」

介護予防
「自分の役割や　　　
生きがいが地域に
　　　　　あること」

社会参加
「お互いさまの関係で
　　　　　支え合うこと」

『通いの場』『通いの場』
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助成対象のサロン

体操やスポーツグループ

趣味の会

井戸端会議

飲み会

『通いの場』ってどんなもの？『通いの場』ってどんなもの？『通いの場』ってどんなもの？
「サロン」「カフェ」「集いの場」…呼び方（愛称）は様々。
人が出会い、元気と笑顔を分けあう場。それらすべてが『通いの場』！

どこで、どんな活動をするの？どこで、どんな活動をするの？どこで、どんな活動をするの？

『通いの場』とは、住民同士が気軽に集い、一緒になって内容
を考え、ふれあいを通して「生きがいづくり」「仲間づくり」の
輪を広げる活動です。また、地域の介護予防の拠点となる場で
もあります。
個人の家や、集会所など、みんなが通いやすい場所が「会場」

となります。

２人からでも、
お酒のんでも、
拠点がなくても、
「通いの場」！

２人からでも、
お酒のんでも、
拠点がなくても、
「通いの場」！

２人からでも、
お酒のんでも、
拠点がなくても、
「通いの場」！
みんなが「気軽に」「無理な
く」「楽しく」集う場所であれば、
その場所はすでに『通いの場』
です。
住み慣れた地域の住民同士が、

「集い」「しゃべり」「笑い」、
一緒の時間を過ごすことで、
年齢を重ねても変わらない一人
ひとりの「居場所」となります。
高齢者に限らず地域の様々な
世代が参加して楽しむ場が増え、
定着すると、もっともっと地域
が活性化していきます！

広げませんか？心も通う『通いの場』

みなさんが仲間とともに楽しく、いきいきと地域のなかで暮らしていけるための、仲間づくり・
生きがいづくりの場は、すでに身近にあるのかもしれません。もしなかったとしても一緒につくっ
ていくことだって可能です。
「なにか地域のためにできることはないかな？」といった小さな思いやりの気持ちを、みなさんが
暮らす地域の『通いの場』活動に活かしてみませんか？

み
ん
な
地
域
の
宝
物
『
通
い
の
場
』
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２．『通いの場』ってどんなもの？

参加者がやりたいことを楽しむ！それが『通いの場』
「自由な活動・自由な発想」

地域に必要な活動は住民だから知っている

おしゃべり
家に閉じこもりがちな高齢者にとって、

「集う」場所と機会があることは大切です。
お茶を飲み、お菓子を食べながら、笑顔
と言葉の掛けあいこ。

そこにはい
ろいろな情報
や毎日を元気
に暮らすヒン
トがつまって
います。

　楽しく！

ミニ講座
生活に役立つ勉強会などを企画するのも
おすすめです。保健師に健康の話をしても
らったり、
倉敷市の出
前講座を利
用して学習
するのも良
いでしょう。

※出前講座の情報は44ページ参照

　学べる！

食事会
みんなで一緒に食べる食事は、格別です。
みんなで材料を持ち寄って楽しく調理。
おいしく食べて、心もおなかも幸せいっ
ぱい。

漬物を持
ち寄るだけ
でも、みん
ながいるだ
けで最高の
ごちそうに
なります。

　美味しく！

レクリエーション
ゲームなどのレ
クリエーションは、
場を和ませるのに
うってつけ！夢中
になって楽しむこ
とで、いつもと
違った刺激を受け
て、心とからだを
一層元気にしてく
れます。

　夢中に！

創作活動
手芸などの創作活動により、手先を動か
すことが、頭の運動につながります。
頑張った成果が形に残ることもうれしい
ですね。
あるサロンでは、作った作品をバザーに

出品して、
活動の財源
にしている
そうです。

　形に残す！

体を動かす
「自宅で一人でする体操は、なかなか続か
ない」そんな経験はありませんか？
みんなで集まってする運動は、周りに後押

しされ、長続きします。
最近は、体操の効果
を高めるために、週に
一度集まる場も増えて
います。
生活の習慣に体を動
かすことを加えて健康
寿命を延ばしましょう。

　若々しく！
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なぜ『通いの場』が必要なの？なぜ『通いの場』が必要なの？なぜ『通いの場』が必要なの？
『通いの場』を地域につくり、参加することで得られるものはなんで
しょう？その「機能」と「効果」についてご紹介します。

『通いの場』に参加することでいろんな『いいもの』があなたのもとへ！　

『通いの場』でかようもの　

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

自分の足で通う
「社会参加の入り口」
『通いの場』は年齢を
重ねてもふだんの場所
で、ふだんの仲間と交
流できる「日常の居場
所」です。
『通いの場』に参加す
ることで、幅広い年齢、
様々な人生経験をもっ
た人たちと交流を楽し
みましょう！

生きがいと情報が通う
「楽しみと活躍」
『通いの場』は一人ひ
とりをあるがままに受
け止めてくれる心の拠
り所。また、みんなが
参加して、それぞれが
得意なことを行う「活
躍の場」でもあります。
「楽しみ」と「活躍」は
何よりの介護予防とな
ります。

お互いさま意識が通う
「暮らしぶりと仲間意識」
『通いの場』で必ずす
ることと言えば「ちゃー
ちゃー」しゃべること。
そのおしゃべりが実は
とても大切！
暮らしぶりがわかる
あの人だから「助けたい」
し「ちょっと相談して
みたい」。そんな支え
合いの芽が『通いの場』
にたくさん生まれてい
ます。

地域のあたたかさが通う
「支え合いの地域」
お互いの暮らしに関
心を持ち合うことから
「支え合い」はスタート
します。
身近な居場所から生
まれた支え合い意識は
少しずつ、でも着実に
あたたかい血となって
地域をめぐります。

一人ひとりの元気を地
域の元気に！

孤独知らず 寝たきり知ら
ず 認知症知らず

楽しさ

健 康

つながり

生きがい

意 識
笑 い

相談相手 知 識 仲 間

情 報

活 動

役 割 地域愛

刺 激

お互いさま
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0.88

役員通常メンバー

３．なぜ『通いの場』が必要なの？

『効果』を実感！『通いの場』がもたらした地域の変化

「スクワットが椅子なしで出来るように！」①個人に現れた効果「スクワットが椅子なしで出来るように！」【才の谷町内百歳体操の場合】

１．百歳体操の一番の難関はスク
ワット。始めたころは椅子を
使ってもしんどかったのに…

２．毎週続けることで、今では全
員が椅子なしでもスクワットが
行えるようになっています！

３．ご近所同士で誘い合い、まだ
来ていない人がいたら「もう
すぐ始まるよ」と声をかける。
元気と笑顔が続く秘訣ですね。

「退会者0名！活躍の場拡大中」②『通いの場』に現れた効果「退会者0名！活躍の場拡大中」【西町笑天楽寿会の場合】

１．飲み会を中心に集まった地域
の男性メンバーは、男ならで
はの活躍について話し合い…

２．男の料理教室で作った料理で新たな地域
の居場所をつくり、その後も地域の心強
い担い手として活躍を続け…

３．自分も地域も元気になる取り
組みから、厚生労働省の「健
康寿命をのばそう！アワード」
を受賞し、ますます会も活性
化しています。

「暮らしを知る『場』から支え合う『場』へ」③『地域』に現れた効果「暮らしを知る『場』から支え合う『場』へ」【中庄ハイツの場合】

１．集会所がなかった中庄ハイツ。
学習塾を開放して、百歳体操
を始めました。

２．毎週体操に集まることでお互いの暮らしが
見えてきました。外出を支援するための
ボランティアグループも立ち上がりました。

３．中庄小学校区で一番高齢化が
進んでいる中庄ハイツですが、
ここは支え合いの先進地です。

地域で役割がある高齢者は長生きしやすい（死亡率１２％減）

出典：JAGES（日本老年学的評価研究）プロジェクト「地域づくりによる介護予防を推進するための研究」
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 死亡リスク
12％減

65歳以上の高齢者10,271名を5年間追跡した結果

老人会などの役員は、通常メンバー
よりも死亡率が低い。

組織内で高い立場につくことで、
生きがいや自尊心が高まったこと
が原因の一つと考えられる。

（自治会など）
通常メンバーと
役員の死亡
リスク比較

No.359

No.231

No.102



6

男

『通いの場』事例紹介『通いの場』事例紹介『通いの場』事例紹介
倉敷市内で開かれている『通いの場』はそれぞれに工夫や特色があります。
この章では「みんなちがってみんないい」『通いの場』の活動事例を紹介します。

１ の居場所の居場所 男ごころをくすぐる「男のツボ」は意外とたくさん！
ツボを刺激してもっともっと元気になりましょう！

以前行ったアンケート調査では、倉敷市で『通いの場』に参加する男性と女性の割合は男性（３）：女性（７）という
結果でした。サロンの参加者同士の情報交換の場でも、男性の参加が少ないことがよく課題にあがってきます。
しかし、男性にとっての居場所も地域にはたくさんあり、そこでは男たちが日々元気に活躍しています。
男が居場所に求める傾向を10のパターンに分けてみました。

男の居場所　十か条

一、新しい場所にとびこむのは、ちと苦手

西町笑天楽寿会【水島：連島町西之浦】
今までは仕事一筋。そのため定年後、地域のことがわからず新しい
場所に飛び込むのが苦手な男性も多いそうです。
西町笑天楽寿会では、顔を見知った会員が直接声をかけて新たな仲
間を勧誘しています。

二、しばられない参加を好む

下津井将棋の会【児島：下津井】
寒い日でも、天気さえよけりゃ外で将棋を指す。これがとても気持ち
がいい。犬の散歩中に立ち寄る人もいます。男たちは船の音を聞きなが
ら将棋を指す。自由な空間だからこそ長年続いている活動です。

三、活動に目的と成果を求める

漢塾（おとこじゅく）【倉敷：中庄】
中庄学区をよりよくするために、月に一度、定期的に支
え合いの仕組みづくりの勉強会を行う、男性中心の会です。
毎月約５名の男性が集まり、移動支援や地域の困りごと支
援など、前向きな話し合いを行っています。

四、せっかく集まるのならお酒もほしい

ちょいワルおやじCLUB【倉敷：粒江】
地域交流スペースうきうき館を会場に、見た目はちょいワルな男性たち
が「地域のためにちょいと良いことをしよう」と悪だくみを行う場所です。
悪だくみに欠かせないのはやはりお酒です。お酒を酌み交わしながら、
地域愛を語る空間から、粒江のこれからの支え合いが見えてきます。

No.231

No.278

No.93
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４．『通いの場』事例紹介

五、いつの時代も秘密基地にあこがれる

原田洋二ワイワイサロン【玉島：柏島】
野菜と土いじりという共通の趣味を持つ男性中心のメンバーが
みんなで作った秘密基地のような居場所に集います。
みんなの手が加わり、作り上げた自由で快適な空間です。

六、会話も大事だが、空気も共有する

下有井公民館にて【真備：有井】
豪雨災害により被災した真備町有井地区。ベンチに腰掛け、男たち
は決壊した川を眺めながら、ポツリポツリと会話を紡ぎます。
女性とは少し違ったコミュニケーションですが、会話以上に共有す
る空間を大切にしているのでしょう。

七、昔取った杵柄を活かす場所を求める

幸町だがしわ【倉敷：幸町】
昔遊びや、オセロに、将棋、他にも男たちは豊かな人生経験に裏打
ちされた「杵柄」をたくさんもっています。その杵柄は地域のみんな
の宝物です。

No.5

八、困った人は

見過ごせない
男は強く、
優しい生き物。
ぜひ頼ってく
ださい。頼ら
れることで、
もっともっと
頑張れます！

九、のめりこむ

くつろぎ処しんわ【倉敷：新田】
一度、効果や必要性を実感したらのめりこむのも男の特徴。
新田親和会館で行われる百歳体操ではポイントカードをつくり
百歳体操に50回参加すると、「百歳体操マスター」の称号とマス
ターの証である黄色いポロシャツが贈られます。100回を達成す
るとさらなる特典が！
マスターの称号と自分の
健康を手にするため、男た
ちは今日も筋力トレーニン
グに余念がありません。

No.16

十、いつまでも現役で活躍しつづけたい

ぶどうの家BRANCH【真備：辻田】 同京グループふれあいファーム水車の里【倉敷：祐安】

No.138
No.463
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世

４．『通いの場』事例紹介

２ 代間交流型代間交流型 水島こども食堂ミソラ♪
【水島：西栄町】

水島こども食堂ミソラ♪
【水島：西栄町】

水島こども食堂ミソラ♪
【水島：西栄町】

水島こども食堂ミソラ♪
【水島：西栄町】子ども食堂から、みんなが集う地域食堂に！

子どもの孤食や貧困の支援から、地域の居場所づくりにつながっています。子ども、子育て世代のお母さん、
地域の高齢者や障がいを抱えている人など、誰もが気軽に集い、料理をきっかけにたくさんの交流の輪が広が
ります。ここでは自然な人と人とのつながりから役割が生まれ、安心できる居場所となっています。

No.223

ミソラ♪では、今まで一度も料理をしたことがな
い男性が野菜の皮むきや炒め物にチャレンジしたり、
小さい子どもや近所の就労移行支援事業所の利用者
さんが野菜を切り、料理の手伝いをしています。ま
た、参加した学生が年下の子どもの宿題や遊びに付
き添い、穏やかで楽しい時間が流れています。
自然な支え合いから心の壁はなくなり、誰にとっ
ても居心地のいい「団らん」の時間になります。

「団らん（誰が来てもいい）」を大切に♪「団らん（誰が来てもいい）」を大切に♪

メニューを考え料理するのも高校生！でもちょっ
と困れば、助けてくれる料理上手（大人）は近くにた
くさんいます。
ミソラ♪に参加した高校生が、「お弁当のトマト
はヘタがないけど…あれは食べやすいようにお母さ
んがいつもとってくれているんだ」と嬉しそうに話
し、普段のちょっとした幸せに気づきます。

地域の高校生が主体になった子ども食堂に♪地域の高校生が主体になった子ども食堂に♪

地域の人から畑で収穫されたゴーヤの差し入れ！
予定していたメニューから１品増えて、急きょゴー
ヤチャンプルーが作られました。こんな嬉しいドッ
キリも地域とつながっているミソラ♪では珍しいこ
とではありません！

地域の人から嬉しい差し入れが♪地域の人から嬉しい差し入れが♪

フードバンクアリスさんから食品、食材を提供し
ていただき、食品ロス削減の取り組みに協力してい
ます。いただいた食品は地域の子どもの居場所に届
け、食材はミソラ♪で愛情のこもった料理に生まれ
変わります。

たくさんの「ありがとう」に♪たくさんの「ありがとう」に♪

１つの「もったいない」が、１つの「もったいない」が、

子どもを見て思わず笑
顔に。料理をしながらの
３世代交流の様子です。

代表の井上　正貴さん
ミソラ♪は「美しい空」。
人と人、人と自然がどこ
までもつながるという
意味があります。
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１．歌って体操の会
【水島：連島】

２．ラジオ体操の会
【児島：通生】

３．イキイキ元気クラブ２０１５
【玉島：阿賀崎】

４．にんにんサロン
【水島：東千鳥町】

１．歌って体操の会
【水島：連島】

２．ラジオ体操の会
【児島：通生】

３．イキイキ元気クラブ２０１５
【玉島：阿賀崎】

４．にんにんサロン
【水島：東千鳥町】

１．歌って体操の会
【水島：連島】

２．ラジオ体操の会
【児島：通生】

３．イキイキ元気クラブ２０１５
【玉島：阿賀崎】

４．にんにんサロン
【水島：東千鳥町】

４．『通いの場』事例紹介

体３ 操中心型操中心型 １．歌って体操の会　　　　　２．ラジオ体操の会
３．イキイキ元気クラブ２０１５　４．にんにんサロン
１．歌って体操の会　　　　　２．ラジオ体操の会
３．イキイキ元気クラブ２０１５　４．にんにんサロン
１．歌って体操の会　　　　　２．ラジオ体操の会
３．イキイキ元気クラブ２０１５　４．にんにんサロン
１．歌って体操の会　　　　　２．ラジオ体操の会
３．イキイキ元気クラブ２０１５　４．にんにんサロン

住み慣れた地域で元気にイキイキと生活したい！
体操中心の『通いの場』は、健康寿命の延伸や介護予防につながるだけではなく、共通の趣味を持った仲間と
の出会いの場でもあります。仲間が集ってする体操は、無理なく長く続けられます。
地域の中には、「もっと楽しみながら体操を続けたい」、「ずっと健康でいたい」などの思いから、様々な工夫
をしながら取り組んでいる『通いの場』が数多くあります！

１．歌って体操の会
【水島：連島】

２．ラジオ体操の会
【児島：通生】

３．イキイキ元気クラブ２０１５
【玉島：阿賀崎】

４．にんにんサロン
【水島：東千鳥町】

No.239 No.282

No.339 No.224

誰でも参加可能です！まず最初に全員大声で笑
います。そうすると、はじめて参加する人も自然
に緊張がとれ、気付けば笑顔で参加しています。
みんなで歌い、曲に合わせて自作の振り付けで
体操をします。また、年に１回「おさらい会」と
「発表会」がそれぞれあり、日頃練習した歌や踊り
を披露する場所もあります。

2015年から始まった体操は、名前のとおり参
加者のイキイキとした元気づくりにつながってい
ます。週によって体操の種類を変えることで、毎
週行っても気分転換できるように工夫されており、
参加者の中には皆勤賞の人もいます。体操の後に
はフォークダンスも取り入れており、楽しい集ま
りが健康づくりにつながっています。

夜明け前から、
「P.P.P.ブラヴィッシ
モ！通生」の玄関前
で、正月以外は休む
ことなく、毎日ラジ
オ体操をしています。
毎日開催というこ
とで心強い見守りに
もつながっています。
夏休みには地元の
小学生や親子連れも
集まって大変賑わい
ます。

みんなで元気よく百歳体操と「にんにん体操」を
しています。にんにん体操は座ったまま、誰でも
わいわい楽しみながらできる体操です。毎回参加
している人も多くいるので、自然に顔馴染みの関
係ができており、無理のない社会参加や地域の見
守りの場にもなっています。
他にも健康づくりに関する勉強会を定期的にし
ており、自身の身体や食生活などを見つめ直す機
会につながっています。

体操前には施設の
プランターに水やり
をする人の姿も！



10

１．サロン新町南【真備：岡田】

２．沙美．ひまわり【玉島：黒崎】

１．サロン新町南【真備：岡田】

２．沙美．ひまわり【玉島：黒崎】

１．サロン新町南【真備：岡田】

２．沙美．ひまわり【玉島：黒崎】

４．『通いの場』事例紹介

自４ 宅開放型宅開放型 １．サロン新町南【真備：岡田】

２．沙美．ひまわり【玉島：黒崎】

１．サロン新町南【真備：岡田】

２．沙美．ひまわり【玉島：黒崎】

１．サロン新町南【真備：岡田】

２．沙美．ひまわり【玉島：黒崎】

１．サロン新町南【真備：岡田】

２．沙美．ひまわり【玉島：黒崎】

訪れる人も迎える人も、自宅ならではの居心地のよさがうれしい
『通いの場』は近所の公民館や集会所だけでなく、自宅の中にもあります。自宅ならではの空間で、参加者は
お互いに役割を持って「場」を盛り上げています。身近にある『通いの場』だから、歩き慣れた道を仲間と一緒に
通うことが出来る。地域や暮らしの中に溶け込む自宅開放型の『通いの場』は、限られたスペースの中にもたく
さんの可能性を秘めています。

１．サロン新町南【真備：岡田】

２．沙美．ひまわり【玉島：黒崎】

No.459

No.399

発災前は町内にある集会所でサロンをしていました。
集会所も自宅も被災し壊れてしまっても「やっぱり集まり
たい」との声が多く、自宅に集うようになりました。

このサロンは男性が常時６～8人参加します。「男性は
女性の中に入ると気おくれしちゃうから、ここでは男部
屋と女部屋があるのよ」と話すのは代表者の渡辺アツ子
さん。男部屋では我が家のようにくつろいだ男性陣が、
女部屋ではいつも以上に賑やかな女性陣の姿がありました。

２週間に１回、代表の真田さん宅に集
まり、３種類の体操を約１時間行います。
手が当たらないように少し体をずらすの
も、慣れているから息がぴったり。しっ
かり運動した後はおしゃべりタイムです。
次の予定や最近の様子など、何気ない会
話で盛り上がれるのも、自宅開放ならで
はの空間があるからですね。

我が家のようにくつろぐ我が家のようにくつろぐ

我が家のようになごむ我が家のようになごむ

（下）自宅のテレビはインターネット回線につな
がっており、カラ
オケや手芸の手順
を動画で確認する
など大活躍。自宅
ならではの活用方
法ですね。

女部屋

男部屋

参加者は他のサロンにも参加
して、そこで得た情報を伝えて
くれます。集まることで手芸作
品や折り紙など、お互いに教え
合うことができます。

参加者がお互いに『先生』に

なれるから、作品づくりも

新しい発見があります。

沙美．ひまわり　真田和恵さん



11

財

４．『通いの場』事例紹介

５ 源確保型源確保型 かわいい鬼の会
【倉敷：茶屋町】

かわいい鬼の会
【倉敷：茶屋町】

かわいい鬼の会
【倉敷：茶屋町】

かわいい鬼の会
【倉敷：茶屋町】ボランティア活動がサロンの財源に！

「サロンを始めたいけど活動の資金がない」、そんな悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか？
茶屋町にある「かわいい鬼の会」では、メンバー個人が「倉敷市いきいきポイント制度」を活用し、介護保険施設
等でボランティア活動をおこない、その実績に応じてたまったポイントを交付金として受け取ることでウォー
キング会や食事会等のサロン活動を実施しています。

No.162

そしてその活動の中で仲良くなった
メンバーで、ウォーキンググループ「かわ
いい鬼の会」を結成。
近所にある福祉施設で、倉敷市いきい
きポイント制度を活用し、ボランティア
に参加することで活動資金を確保し、活
動もより充実したものになりました。

小さなつながりはやがて大きなつながりへ小さなつながりはやがて大きなつながりへ

大きなつながりの中で生まれる新たな取り組み大きなつながりの中で生まれる新たな取り組み

総合ケアサービス㈱創心會で
ボランティアをおこなう「かわ
いい鬼の会」のメンバー

代表の姫井伊津代さん
元 「々ラジオ体操を楽
しむ会」というサロン活
動に取り組んでいた姫井
さん。参加者も段々多く
なり、子どもから大人ま
で多世代で集える場に。

地域交流イベントChayaの市に「かわいい
鬼の会」専用のフリーマーケットブースが誕生！
この取り組みは施設を利用している方の生
きがいづくりにもつながっています。

和泉茂子さん
施設利用者の和泉
さんは、「かわいい
鬼の会」のフリーマー
ケットブースに手芸の
作品を出品していま
す。「ボランティアの
みなさんと知り合っ
てから元気をいただ
いています」と元気に
話してくれました。

介護保険施設
等でボランティ
ア活動を行い、
その実績に応
じてたまった
ポイントを交
付金として受
け取ることが
できます。

「毎日が楽しい」と
話す。
「かわいい鬼の会」
のメンバー。

「絆」「絆」
財源とはお金だけでなく、

なのかもしれませんね。

倉敷市いきいきポイント
制度とは？
倉敷市いきいきポイント
制度とは？

《問い合わせ先・担当窓口》

☎：倉敷市社会福祉協議会
　　倉敷ボランティアセンター
　　０８６－４３４－３３５０
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常

４．『通いの場』事例紹介

６ 設型設型
集会所に、いろんな「やりたい」を集めたら、人も笑顔も集う場に

現在７０名の方が会員として参加をしている「盛春会」。大島にある大島会館を主な会場に１０以上の同好会
活動を行っています。同好会活動は会員の「やりたい」という声に応じて少しずつ増えていき、気づけば集会所
の予定表はスケジュールがいっぱいになっています。
ここに行けば、自分の「好きなこと」を選ぶことができ、ここに行けばたくさんの「笑顔」と「元気」にふれる

ことができます。
60歳を過ぎたら、そこからが地域の暮らしの春到来！みんなで一緒に盛りあがりましょう！

盛春会【倉敷：大島】盛春会【倉敷：大島】盛春会【倉敷：大島】盛春会【倉敷：大島】
No.22～No.31

大島会館を拠点に、たくさんの交流の場を開催中。
盛春会の会員になれば、

好きな会にいくつでも参加できます。
大島以外の方も参加できます！

ボランティアグルー
プのクリーンの会は清
掃活動を行うだけでな
く、モーニングなどで
料理の腕も振るいます。

ボランティアグルー
プのクリーンの会は清
掃活動を行うだけでな
く、モーニングなどで
料理の腕も振るいます。

身近な毎日のことや
季節のことを17文字の
俳句にして楽しみます。
頭と心の体操です。

身近な毎日のことや
季節のことを17文字の
俳句にして楽しみます。
頭と心の体操です。

みんなでコースを決めて、
ウォーキング。歩くたびに新し
い発見と交流が生まれます。

みんなでコースを決めて、
ウォーキング。歩くたびに新し
い発見と交流が生まれます。

お花の流派に関係なく、み
なさんが生徒であり先生です。
四季折々の生け花を楽しん
でいます。

おしゃべりを楽しみながら
手芸をしています。
料理や食事会も行います。

おしゃべりを楽しみながら
手芸をしています。
料理や食事会も行います。

百歳体操や健康吹き
矢を取り入れています。
高齢者支援センター
等の講師を招いての勉
強会も開催中。

百歳体操や健康吹き
矢を取り入れています。
高齢者支援センター
等の講師を招いての勉
強会も開催中。

懐かしい歌から、流行りの
歌まで思い思いに熱唱します。
年２回の発表会も大盛況！

懐かしい歌から、流行りの
歌まで思い思いに熱唱します。
年２回の発表会も大盛況！

みんなで囲碁ボールを中
心に楽しみます。倉敷市の
大会にも出場しています。

みんなで囲碁ボールを中
心に楽しみます。倉敷市の
大会にも出場しています。

ウォーキングコースを考えたり、料理のメニューを考えたり、盛春

会はやることがいっぱい！だけど、それが楽しくて仕方がない。忙

しいなかに私の役割ややりがいがたくさんあるので、もっとこの会

の良さをみんなに知ってもらい、参加をしていただきたい。

盛春会　秋岡範充さん

手芸＆おしゃべりの会
手芸＆おしゃべりの会
手芸＆おしゃべりの会

フラワーサロンフラワーサロンフラワーサロン

健康＆おはなしの会
健康＆おはなしの会
健康＆おはなしの会

カラオケの会カラオケの会カラオケの会

ニュースポの会ニュースポの会ニュースポの会 クリーンの会クリーンの会クリーンの会

歩く会歩く会歩く会

俳句の会俳句の会俳句の会

参加者

の声

※

こ
の
他
に
も
、
卓
球
の
会
や

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
の
会
も

元
気
に
開
催
中
で
す
。

※

こ
の
他
に
も
、
卓
球
の
会
や

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
の
会
も

元
気
に
開
催
中
で
す
。

大島会館大島会館大島会館

カレンダーは

いつも予定が

びっしり！

お花の流派に関係なく、み
なさんが生徒であり先生です。
四季折々の生け花を楽しん
でいます。

大島会館を拠点に、たくさんの交流の場を開催中。
盛春会の会員になれば、

好きな会にいくつでも参加できます。
大島以外の方も参加できます！
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１．旭町ふれあいセンター
【倉敷：東学区】

２．喫茶店 川柳 歌声喫茶
【玉島：新倉敷駅前】

３．カフェ陶【玉島：陶】 ４．つくぼ片山家
　　おしゃべり喫茶【倉敷：帯高】

１．旭町ふれあいセンター
【倉敷：東学区】

２．喫茶店 川柳 歌声喫茶
【玉島：新倉敷駅前】

３．カフェ陶【玉島：陶】 ４．つくぼ片山家
　　おしゃべり喫茶【倉敷：帯高】

１．旭町ふれあいセンター
【倉敷：東学区】

２．喫茶店 川柳 歌声喫茶
【玉島：新倉敷駅前】

３．カフェ陶【玉島：陶】 ４．つくぼ片山家
　　おしゃべり喫茶【倉敷：帯高】

４．『通いの場』事例紹介

空７ き屋・空き店舗活用型き屋・空き店舗活用型 １．旭町ふれあいセンター　２．喫 茶 店　川 柳　歌 声 喫 茶
３．カフェ陶　　　　　　　４．つくぼ片山家おしゃべり喫茶
１．旭町ふれあいセンター　２．喫 茶 店　川 柳　歌 声 喫 茶
３．カフェ陶　　　　　　　４．つくぼ片山家おしゃべり喫茶
１．旭町ふれあいセンター　２．喫 茶 店　川 柳　歌 声 喫 茶
３．カフェ陶　　　　　　　４．つくぼ片山家おしゃべり喫茶
１．旭町ふれあいセンター　２．喫 茶 店　川 柳　歌 声 喫 茶
３．カフェ陶　　　　　　　４．つくぼ片山家おしゃべり喫茶

人が集えば空き家も輝く！アイデアがあれば身近なあの場所も通いの場に
地域には、様々な理由で空き家や空き店舗になった建物があります。しかし、そのような使われなくなった
建物も、「この場所でこんな事ができたらいいな」「この場所にこんな人を呼びたいな」という想いがあれば、
イキイキとそれぞれの『こんな事』ができる素敵な空間に生まれ変わることもできます。
役割を失っていた建物にも、人が集うことで新たな役割が吹き込まれ、集う人たちの元気を支えてくれます。

１．旭町ふれあいセンター
【倉敷：東学区】

２．喫茶店 川柳 歌声喫茶
【玉島：新倉敷駅前】

３．カフェ陶【玉島：陶】 ４．つくぼ片山家
　　おしゃべり喫茶【倉敷：帯高】

元気な地域づくりを目
的とした作戦会議「小地
域ケア会議」で、みんな
で検討して実現した旭町ふれあいセンターは、元
布団屋さんの空き店舗を活用しました。
地域の方がよく知っている馴染みの場所で手芸
や体操、子育てサロンなどを楽しみます。
現在は、別の場所に会場を移していますが、空
き店舗という地域の資源を有効に活用するアイデ
アは他の地区でも大いに活かせそうです。

以前住んでいた家が空き家になり、そこをおしゃ
べりや手芸、笑いヨガなどもできる集いの場とし
て蘇らせた「カフェ陶」。民家の間に溶け込むよう
にあるこの場所は、集う人にとって居心地のいい

空間になり、
好きなこと
を気の合う
仲間同士で
マイペース
に行ってい
ます。

数年前まで
空き家だった
古民家は、実
は江戸時代に
できた建物。
敷地内には能
舞台や日本庭
園もあり、貴
重な歴史を感
じる空間です。
この場所を活用し、今
ではおしゃべり喫茶や
世代間交流なども行わ
れ、落ち着いた空間が
集う人のふれあいを見
守っています。

新倉敷駅前
にある「川柳」
は、倉庫だっ
た建物を店主
自ら改装して
作った喫茶店。
歌が好きな店
主が、この場
所で月に２回、

歌声喫茶を開催して
います。聞こえてくる
歌に誘われ訪れた人
も、すぐに歌の仲間
入り。歌った後にみん
なで飲むコーヒーは
格別です。

No.4 No.418

No.428 No.119
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被
災

訪

４．『通いの場』事例紹介

８ 問型問型 「ちょっとそこまで」「ちょっとそこまで」「ちょっとそこまで」「ちょっとそこまで」
訪ねた先が『通いの場』。「待つ」から「出向く」への新発想！

自分の足で『通いの場』に参加できているうちはいいけれど、そこに行けなくなったその先は？
そのような不安を解決する方法として、大高高齢者支援センターが取り組んでいる新たな『通いの場』が訪問

型サロン「ちょっとそこまで」です。
外出に不安があっても大丈夫。テントや椅子・お茶セットを車に積み込んで、あなたの家のすぐそばにサロン
の方がお邪魔します！自宅の庭先や近くのお店など、無理なく、いつまでも地域での交流を楽しみましょう！

すごいぞ真備町！市内及び真備町の『通いの場』の推移すごいぞ真備町！市内及び真備町の『通いの場』の推移すごいぞ真備町！市内及び真備町の『通いの場』の推移

（上）この日は、ドン・キホーテ
倉敷店さんの駐車場の一
角をお借りしてサロンを
開催しました。かわいい
ステッカーを貼った車で
訪問します。

（右）参加者のなかには、杖や押し車を
使っている方もいますが、自宅の
そばまで来てくれる、このサロン
なら無理なく参加できます。

（左）店長さんから焼き芋と
飲み物のうれしい差し
入れが。住民とお店の
つながりがサロンを通
していっそう深まります。

平成28年度以降、生活支援コーディネーター等が市内の『通いの場』の調査を行っています。年々
『通いの場』の数は増え、特に真備町は平成30年７月豪雨災害被災以降、様々な形の『通いの場』が
生まれており、発災前の倍近くまでその数が増えていることがわかります。
大きな災害があった真備町は今、「人と出会い」「情報が行き来し」「日常を感じる」ことができる

場から少しずつ復興への歩みを進めています。 （生活支援コーディネーター調べ）

内 容 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
個人・団体が実施する
『通いの場』 430 499 600 705

真備町の『通いの場』 38 51 58 98

専門機
関の『通いの場』専門機
関の『通いの場』
No.3
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４．『通いの場』事例紹介

認９ 知症カフェ知症カフェ １．コメダ珈琲店倉敷中島店　２．オレンジハイツ
３．児島の学び場　　　　　　４．Ｐカフェ！通生
１．コメダ珈琲店倉敷中島店　２．オレンジハイツ
３．児島の学び場　　　　　　４．Ｐカフェ！通生
１．コメダ珈琲店倉敷中島店　２．オレンジハイツ
３．児島の学び場　　　　　　４．Ｐカフェ！通生
１．コメダ珈琲店倉敷中島店　２．オレンジハイツ
３．児島の学び場　　　　　　４．Ｐカフェ！通生

様々な担い手による認知症カフェが次々と誕生！
地域の特徴が十人十色であるように、認知症カフェの取り組みも様々です。
認知症のご本人やご家族の方、専門家、地域の方等が気軽に集い、情報交換や相互交流等ができる『通いの
場』、認知症カフェをご紹介します！

２．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オレンジハイツ【倉敷：有城】２．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オレンジハイツ【倉敷：有城】２．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オレンジハイツ【倉敷：有城】２．くらしき山陽ハイツのすべてが認知症カフェオレンジハイツ【倉敷：有城】

３．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 児島の学び場【児島：小川】３．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 児島の学び場【児島：小川】３．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 児島の学び場【児島：小川】３．日本初？電気屋さんが認知症カフェに！？ 児島の学び場【児島：小川】

４．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐカフェ！通生【児島：通生】４．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐカフェ！通生【児島：通生】４．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐカフェ！通生【児島：通生】４．看護・介護・栄養の専門職が相談にのります！Ｐカフェ！通生【児島：通生】

「コメダ珈琲も地域貢献を！」
オーナーさんと店長さんの
熱い思いから始まった認知症
カフェです。高齢者支援セン
ターや認知症マイスターと協
力しながら誰でも気軽に立ち
寄れる居場所を目指します。

宿泊、食事、入浴、研修、
スポーツなど様々な楽しみが
つまった、くらしき山陽ハイ
ツならではの認知症カフェを
開きたい。作戦会議を重ねて
生まれたのが、会館全てが認
知症の人を優しく受け止める
「オレンジハイツ」です。

長年地域の電気屋さんを営んで
きた「すがの電器」。代表の菅野
雅次さんは、地域の方が集う場、
人と人とが繋がる場、心の拠り所
となる場でありたいとの思いから
取り組みを開始。
福祉の関係団体と協力しながら
地域の居場所づくりに貢献します。

地域密着型特別養護老人ホームＰ.Ｐ.Ｐ.
ブラヴィッシモ！通生内に誕生した認知症
カフェ。多くの専門職が参加しているの
で様々な相談にも対応可能。
また地域の民生委員なども参加し、
まさに地域と一体となった認知症カフェ
です。

大きな牌を使ったコミコミ
マージャンもやっています。
楽しみながら認知症予防。

１．コメダ珈琲店倉敷中島店 　　　　　　　　　【倉敷：中島】１．コメダ珈琲店倉敷中島店 　　　　　　　　　【倉敷：中島】１．コメダ珈琲店倉敷中島店 　　　　　　　　　【倉敷：中島】１．コメダ珈琲店倉敷中島店 でくつろぎの時間を【倉敷：中島】
ト キ

No.116

No.298

スタッフに対する認知症サポーター養成講座を開催

専門職との世間話も大切な時間です。

認知症サポーターの証、オレンジ
リングを持参すると飲み物代等
が割引になるうれしい特典が！

モデルハウスのような室内！
座るだけでも癒されます。

専門機
関の『通いの場』専門機
関の『通いの場』
No.33
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１．真備洗浄カフェ
２．岡田シニア倶楽部歌声喫茶
３．ほっと笑待会

４．ぶどうの家ＢＲＡＮＣＨ
５．ぐい真備
６．フレまび

１．真備洗浄カフェ
２．岡田シニア倶楽部歌声喫茶
３．ほっと笑待会

４．ぶどうの家ＢＲＡＮＣＨ
５．ぐい真備
６．フレまび

１．真備洗浄カフェ
２．岡田シニア倶楽部歌声喫茶
３．ほっと笑待会

４．ぶどうの家ＢＲＡＮＣＨ
５．ぐい真備
６．フレまび復

４．『通いの場』事例紹介

10 興の居場所興の居場所
この地域で暮らし続ける

豪雨災害によって被災した真備町。多くの居場所が水害によって失われましたが、人と地域は今だからこそ
「集い」「つながる」ことの大切さを感じています。
住民や様々な機関がつながりあうことで、多くの「場」が生まれ、気づけば被災前以上の『通いの場』が誕生し、
その「場」一つひとつが復興への大きな後押しとなっています。

１．真備洗浄カフェ
２．岡田シニア倶楽部歌声喫茶
３．ほっと笑待会

４．ぶどうの家ＢＲＡＮＣＨ
５．ぐい真備
６．フレまび

No.489
１．真備洗浄カフェ【真備：箭田】１．真備洗浄カフェ【真備：箭田】１．真備洗浄カフェ【真備：箭田】１．真備洗浄カフェ【真備：箭田】

２．岡田シニア倶楽部歌声喫茶【真備：岡田】２．岡田シニア倶楽部歌声喫茶【真備：岡田】２．岡田シニア倶楽部歌声喫茶【真備：岡田】
No.457

「声を出すことは心と体に良いこと！」と、発
災前から岡田地区で歌声喫茶を行っていました。
その時から『来る者拒まず』のスタンスは変わ
りません。誰でも来られて、みんな楽しい。
それが歌声喫茶です。

２．岡田シニア倶楽部歌声喫茶【真備：岡田】

写真洗浄のボランティア
活動を行う一角にその場所
はあります。
そこでは、世代も性別も
住んでいる場所さえ超越し
た交流が生まれています。
ボランティア同士の交流
だけでなく、時には洗浄を
依頼した方とボランティア
の方々との談笑や住民の方
の体験談を聞く場になった
りもしています。
「いつ来ても、いつ帰っ
てもいい」ボランティア活
動をしてもしなくても、誰
でも気軽に覗いて集える場
所を目指しています。

いつ来ても、いつ帰ってもいい
いつ来ても、いつ帰ってもいい

歌が好きなら誰でも集まれ～！を続けていたら、毎回の
平均参加者が100～150人！になりました。
歌声も笑顔もはじけています。

ボランティア型

来る者拒まずで笑顔満載♪来る者拒まずで笑顔満載♪

大人数型
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４．『通いの場』事例紹介

誰でも利用できる「場」であるBRANCH。イベ
ントの日もそうじゃない日も常時開放されていま
す。いつでも誰かがそこにいて、気軽にふらっと
寄れる居場所です。

４．ぶどうの家ＢＲＡＮＣＨ
【真備：辻田】

４．ぶどうの家ＢＲＡＮＣＨ
【真備：辻田】

４．ぶどうの家ＢＲＡＮＣＨ
【真備：辻田】

４．ぶどうの家ＢＲＡＮＣＨ
【真備：辻田】

お酒と一緒に昔を語る。今を語る。将来（ユメ）
を語る。語りつくして現状を動かす力がこの場所
にあります。

５．ぐい真備【真備：辻田】５．ぐい真備【真備：辻田】５．ぐい真備【真備：辻田】５．ぐい真備【真備：辻田】

「みなし仮設の方々のために私たちができることはないか、
新たな関係づくりの手伝いが出来ないだろうか、この地域の
良さも知ってもらえたら…。」玉島地区の心ほっとサポーター
たちの思いから始まったこの集いも、今や２か月に１度の定
期開催を行うまでになり、多くの方に喜ばれています。

３．ほっと笑待会【玉島：長尾】３．ほっと笑待会【玉島：長尾】３．ほっと笑待会【玉島：長尾】３．ほっと笑待会【玉島：長尾】
No.416

町内にある施設が公益事業の一環で外出
支援のサポートと居場所つくりを応援し、
スーパーは店舗の空きスペースを提供する
ことで、この活動を応援しています。
参加者は、お昼を店舗でワイワイ言いな
がら購入し、みんなで一緒に食べ、帰りに
は、買物をして帰ります。
買物に来た方の飛び入り参加もあったり、
思いがけず顔見知りの方に会えて話がはず
んだり。店舗ならではの良さがあります。
それぞれのできることが重なって、こんな
に素敵な『通いの場』になりました。

６．フレまび【真備：箭田】６．フレまび【真備：箭田】６．フレまび【真備：箭田】６．フレまび【真備：箭田】

送迎に頼らず直接参加も、ちょっと覗いての飛び入り参加も可能です。

常設型

真備の集い

男の居場所

店舗協働＆外出支援型

真備ｗｉｔｈ心ほっとサポーター
真備ｗｉｔｈ心ほっとサポーター

いつでも誰かがそこにいるいつでも誰かがそこにいる

地域に暮らすのは人だけに非ず
地域に暮らすのは人だけに非ず

No.463

飲みにケーション飲みにケーション

かくあるべし！かくあるべし！

何やってる
のかな？

専門機
関の『通いの場』専門機
関の『通いの場』
No.53

専門機
関の『通いの場』専門機
関の『通いの場』
No.58



１ 倉敷 阿知 まちなか映画サロン 天満屋倉敷店６階
ウィズアップくらしき

毎月
第４金曜日 13：00～16：00 誰でも参加可能15～20 無料

阿知 まちなか歌声サロン つくしホール

幸町会館

幸町会館

町家トラスト

毎月
第１水曜日 14：00～16：00 誰でも参加可能15～20 無料

鶴形 ふれあいサロン鶴形 倉敷中央
ケアセンター

倉敷中央
ケアセンター

毎月
第３金曜日 10：00～11：30 誰でも参加可能80 毎回100円

鶴形 旭町ふれあい
センター

月３回
（不定期） 10：00～12：00 誰でも参加可能10～20 毎回100円

幸町 幸町だがしわ
（2020年３月末で終了）

毎月
第３土曜日 13：00～15：30 誰でも参加可能30 駄菓子購入費

幸町 ふれあいサロン幸町 毎月
第２水曜日 10：00～11：30 東学区の高齢者15 毎回100円

東町 東町だがしわ 毎月
第１土曜日

町家トラスト

はぁもにぃ倉敷１階

羽島公民館

羽島ヶ丘自治会館

中央憩の家

中央憩の家

向山集会所・大師堂

向山南集会所

新田親和会館

老松本通公民館

奇数月の
第２水曜日

10：00～15：00 誰でも参加可能15～30 駄菓子購入費

東町 東町町家婦人の会 14：00～16：00 東町の女性中心12～13 毎回100円

羽島 ふれあいサロン
西羽島

毎月
第４月曜日 9：00～10：00 誰でも参加可能３～４ 毎回100円

羽島 みずきサロン 毎月
第３・４木曜日

毎月
第１・３火曜日

14：00～16：00 羽島町内高齢者13 無料

羽島 健康体操クラブ 19：00～20：00 高齢者

高齢者

10

無料
町外の方は会費集金

無料

無料
内容によって集金

中央 ミフネ会 毎月
第１木曜日 10：00～12：00 13～14

中央 倉敷ふじの会 毎週火曜日 13：00～15：00 誰でも参加可能９

向山 向山南花の会サロン 毎月
第３木曜日 13：00～15：00 向山南町内会

女性会10

無料

新田 くつろぎ処しんわ 毎月
月・水・金曜日 13：30～16：00 概ね新田地域

の高齢者20 毎回100円
内容によって集金

老松町 サロン老松遊園 毎月
第２・４木曜日 14：00～16：00 町内の高齢者11 無料

向山 きんかんの会 毎週土曜日
第３日曜日

土曜日
14：00～16：00
日曜日

8：00～10：00

向山地区の
高齢者５～７

３か月ごとに
500円

２ 倉敷

３ 倉敷

４ 倉敷

５ 倉敷

６ 倉敷

７ 倉敷

８ 倉敷

９ 倉敷

１０ 倉敷

１１ 倉敷

１２ 倉敷

１３ 倉敷

１５ 倉敷

１６ 倉敷

１７ 倉敷

１４ 倉敷



老松学区
ふれあい会館 毎週火曜日老松町

田ノ上

日吉町

いきいき100歳体操 10：00～11：15 町内の高齢者20 月会費100円１８ 倉敷

田ノ上
みんなのひろば

毎月
第２月曜日まちかどカフェ 14：00～15：30 誰でも参加可能10 毎回100円１９ 倉敷

日吉会館 毎週月曜日ひよし会 10：00～11：00 高齢者10 空調使用時期
月100円２０ 倉敷

川入会館 毎週木曜日川入 川入ふれあいサロン 10：00～12：00 概ね町内の住民20 月会費200円２１ 倉敷

大島会館 毎月水曜日大島 盛春会
健康＆おはなしの会

盛春会
手芸＆おしゃべりの会

盛春会
ニュースポの会

盛春会
カラオケの会

13：30～15：30 概ね60歳以上15
年会費

町内：2,000円
町外：3,000円
年会費

町内：2,000円
町外：3,000円
年会費

町内：2,000円
町外：3,000円

年会費
町内：2,000円
町外：3,000円
年会費

町内：2,000円
町外：3,000円
年会費

町内：2,000円
町外：3,000円

年会費
町内：2,000円
町外：3,000円

年会費
町内：2,000円
町外：3,000円

年会費
町内：2,000円
町外：3,000円

年会費
町内：2,000円
町外：3,000円

２２ 倉敷

大島会館 毎月
第１・３木曜日大島 13：30～15：30 概ね60歳以上10２３ 倉敷

大島会館 毎月
第３火曜日大島 13：30～15：00 概ね60歳以上16２４ 倉敷

大島会館 毎月
第２・４金曜日大島

５月～10月
18：00～21：00
11月～４月
17：00～20：00

７月～９月
7：00～8：00
11月～５月
8：00～9：00

５月～９月
8：00～10：00
10月～４月
9：00～11：00

概ね60歳以上15２５ 倉敷

大島会館 毎月
第２水曜日大島 盛春会　俳句の会 9：30～12：00 概ね60歳以上５～６２６ 倉敷

大島会館 毎月
第２月曜日大島 盛春会

フラワーサロン 10：00～12：00 概ね60歳以上６～７２７ 倉敷

大島会館 毎週金曜日大島 盛春会　卓球の会 14：00～16：00 概ね60歳以上15～16２８ 倉敷

集合場所
旧まねきねこ前

奇数月の
第４日曜日大島 盛春会

クリーンの会 概ね60歳以上７～８２９ 倉敷

万寿東幼稚園園庭 毎週土曜日大島 盛春会
グラウンドゴルフの会 概ね60歳以上15～16３１ 倉敷

福島公民館 毎月
第２・４木曜日福島 オレンジ会 9：00～12：00 町内の住民12～13 無料３３ 倉敷

代表者宅 毎週月曜日大島 いきいき元気サロン 14：30～19：00 高齢者10 無料３２ 倉敷

集合場所
大島会館ほか

毎月
第３月曜日大島 盛春会　歩く会 9：00～11：00 概ね60歳以上25３０ 倉敷

中津集会所 毎週金曜日福島 いきいきクラブ 10：00～11：30 高齢者13 無料３４ 倉敷

福島公民館 毎週火曜日福島 万寿東いきいき
百歳体操 10：00～11：30 町内の住民24～25 毎回50円３５ 倉敷

倉敷南公民館
（もしくは中洲憩の家） 毎月３回沖新町 蘭 13：00～15：00 誰でも参加可能６ 無料

内容によって集金

無料
内容によって集金

無料
内容によって集金

３６ 倉敷

堀南公民館 毎月１回
（不定期）堀南 堀南いきいき

ふれあいサロン 10：00～11：30 町内の住民20３７ 倉敷

堀南公民館 毎週水曜日堀南 葦の会 10：00～12：00 町内の住民13３８ 倉敷

西中新田公民館 毎月
第２・４土曜日西中新田 ふれ愛西中サロン 14：00～15：30 高齢者23～25 無料３９ 倉敷

くらしき健康
福祉プラザ

くらしき健康
福祉プラザ

くらしき健康
福祉プラザ

毎月２回
（不定期）笹沖 さんさんクラブ 13：30～15：00 誰でも参加可能11 無料

内容によって集金４０ 倉敷

毎月
第２・４水曜日笹沖 菜の花サロン 13：30～16：00 精神障がいの

ある方15 無料４１ 倉敷

毎月１回
（不定期）笹沖 まびまぁるの会 13：30～16：00 西日本豪雨

災害被災者７ 無料４２ 倉敷



くらしき健康
福祉プラザ

毎月
第１・３金曜日
第４木曜日

笹沖 コミコミ麻雀を
広める会 13：00～16：00 会員15～20 年会費1,500円４３ 倉敷

笹沖公民館 毎月１回
（不定期）笹沖 笹沖気楽サロン 10：00～12：00 町内の高齢者30 無料４４ 倉敷

笹沖公民館 毎月
第４金曜日笹沖 ＳＯＫ４８ 13：00～14：30 コミコミマージャン

会員の女子15 無料４５ 倉敷

カラオケ・チャンス 毎月
第３月曜日笹沖 気楽会 12：00～15：00 誰でも参加可能10 毎回800円４６ 倉敷

育々会
サロンスペース

各種講座
毎月１回笹沖 イククラブ・育々会

概ね
10：00～11：30
19：00～20：30

誰でも参加可能５ 毎回500円４７ 倉敷

吉岡公民館 毎週火曜日吉岡 吉岡町内会サロン 13：00～14：00 町内の住民15～17 無料
内容によって集金４８ 倉敷

浦田公民館 毎月第２日曜日
　か第３日曜日浦田 浦田いきいきサロン 10：00～12：00 高齢者10 毎回100円４９ 倉敷

西富井公民館 毎週水曜日西富井 ふれあいサロン和 13：30～15：30 町内高齢者20 無料５０ 倉敷

福井公民館 毎月
第１金曜日福井 しあわせ会 10：00～12：00 概ね町内の住民10 無料５１ 倉敷

福井公民館 毎週火曜日福井 福ふくくらぶ

夏期
9：30～11：00
夏期以外
10：00～11：30

町内の住民20 月会費100円５２ 倉敷

福井公民館 毎月
第４金曜日福井 福井サロン 10：00～11：00 概ね町内の住民15～16 毎回50円５３ 倉敷

四十瀬公民館 毎週金曜日
（第３金曜日のぞく）四十瀬 わくわく 14：00～15：00 誰でも参加可能15 無料５４ 倉敷

安江宮東公民館 毎月
第１・３水曜日安江 安江宮東

わくわくサロン 13：30～15：00 誰でも参加可能16～18 無料
内容によって集金５５ 倉敷

安江公民館 毎月１回安江 安江みどり会 13：00～15：00 安江地区の
高齢者10 内容によって集金５６ 倉敷

安江公民館 毎月
第１金曜日安江 安江ふれあいサロン 11：00～13：00 概ね町内の住民20 毎回300円５７ 倉敷

倉敷西公民館 毎月
第１木曜日八王寺町 里帰りサロン

「うーちゃん」 10：00～11：30 高齢者
乳幼児の親子50 毎回100円５８ 倉敷

東八王寺公民館 毎月
第２・４木曜日八王寺町 東八サロン 9：30～11：00 誰でも参加可能20 毎回100円５９ 倉敷

西酒津旧公民館 毎月
最終土曜日酒津 サロンサカヅ 9：30～11：15 西酒津地区

の高齢者20～23 無料６０ 倉敷

八王寺公民館 偶数月の
第１土曜日酒津 はちおうじ

楽々サロン 10：00～12：00 八王寺町内住民30～40 毎回100円
内容によって集金６１ 倉敷

八王寺公民館 毎週火曜日酒津 いきいきサロン
八王寺 9：30～11：30 誰でも参加可能25～30 無料

内容によって集金６２ 倉敷

中洲憩の家 毎月
第２・４水曜日酒津 ラララ楽楽 13：30～16：00 高齢者25 内容によって集金６３ 倉敷

中洲憩の家 毎週木曜日酒津 元気教室 10：00～11：00 高齢者20 無料６４ 倉敷

中洲憩の家
（もしくは倉敷南公民館） 毎月３回酒津 蘭 13：00～15：00 誰でも参加可能６ 無料

内容によって集金６５ 倉敷

川東公民館 毎月
第１水曜日酒津 あけぼのサロン 10：00～11：00 概ね町内の住民８～９ 無料６６ 倉敷

東酒津公民館 毎週金曜日酒津 木屋酒津サークル 10：00～11：00 町内の高齢者30 毎回100円
内容によって集金６７ 倉敷



西酒津新公民館 毎週金曜日酒津 酒津ゲンキサロン 10：00～11：15 24 無料６８ 倉敷

水江公会堂 毎月
第２金曜日水江 水江いきいき

健康サロン 10：00～11：30 25～30 毎回100円６９ 倉敷

古水江公民館 毎週火曜日水江 古水江ふれあい
サロンすみれ 10：00～11：00 古水江地区

の高齢者

西酒津地区
の高齢者

水江地区
の高齢者

25～30 無料７０ 倉敷

自宅

月・火・木
金・日曜日
ただし

第３週は全休
水江 認知症カフェ房舎 10：30～18：00 誰でも参加可能１～２ 無料７１ 倉敷

中島自治会館 毎月
第２土曜日中島 中島学区郷土

を学ぶ会 14：00～16：00 誰でも参加可能６～７ 無料７２ 倉敷

北町もりや食堂跡 毎月20日中島 絆の場 10：00～12：00 誰でも参加可能－ 毎回200円

毎回100円
内容によって集金

毎回200円
内容によって集金

７３ 倉敷

小溝公民館 毎週月曜日中島 小溝にぎやかカフェ 10：00～12：00 誰でも参加可能25７４ 倉敷

小溝公民館 毎月
第４土曜日中島 小溝藤花サロン 13：30～15：30 地区内の高齢者10７５ 倉敷

小溝公民館 毎週金曜日中島 健康はつらつ教室 10：00～12：00 町内の住民15 月会費100円７６ 倉敷

並木町二丁目公民館 毎月開催中島 並木楽楽サロン 12：00～17：00 高齢・独居の方10 無料７７ 倉敷

並木町二丁目公民館 毎週木曜日中島 並木ふれあいサロン 13：00～14：30 誰でも参加可能20 無料７８ 倉敷

並木町二丁目公民館 毎週金曜日中島 カラオケ同好会 13：00～15：00 近所の住民10 毎回100円７９ 倉敷

中島ハイツ集会所
（もしくは連島北憩の家） 毎週金曜日中島 中島ハイツ

ふれあいサロン 10：00～12：00 町内の高齢者15 毎回100円８０ 倉敷

中島ハイツ集会所 毎週水曜日中島 中島ハイツ
カフェゆうゆう 10：00～15：00 誰でも参加可能25～30 飲食代８１ 倉敷

中島ハイツ集会所 毎週月曜日中島 中島ハイツ
将棋クラブ 13：00～16：00 誰でも参加可能５～10 毎回100円８２ 倉敷

中島ハイツ集会所 毎週
火・木曜日中島 中島ハイツ

卓球同好会 9：00～12：00 団地の住民10 毎回50円８３ 倉敷

中島ハイツ集会所 毎月
第２・４火曜日中島 中島ハイツ

カラオケ同好会 13：00～17：00 町内の住民15～20 毎回100円８４ 倉敷

大西公民館 毎月
第２・４火曜日中島 大西いきいき

体操の会 13：30～14：30 誰でも参加可能16～18 無料８５ 倉敷

中島自治会館 毎週水曜日中島 中島ふれあいサロン 13：30～15：30 中島地区
の高齢者35～36 無料８６ 倉敷

黒石集会所 毎週水曜日黒石 黒石げんきサロン 10：00～12：00 黒石地区
の高齢者15 無料８７ 倉敷

八軒屋公民館 毎週月曜日八軒屋 八軒屋元気サロン 13：30～15：00 誰でも参加可能10 無料８８ 倉敷

下粒浦公民館 毎週土曜日粒浦 いきいきサロン
つぶうら元気クラブ 14：00～15：30 町内の高齢者13 無料８９ 倉敷

東粒浦公民館 毎週金曜日東粒浦 東粒浦長寿会 9：30～10：15 地域の高齢者15～16 無料９０ 倉敷

粒江中洲集会所

毎週水曜日
（体操）
隔月

（交流サロン）

粒江 すみれ会

水曜日
10：00～10：40
隔月

10：00～13：00
火曜日

10：00～11：00
日曜日
7：00～8：30

三支館地区
の高齢者35

体操は無料
隔月のサロンは
参加費300円

９１ 倉敷

倉敷市粒江第２遊園
舟元前場集会所

毎週火曜日
（体操）

第１・２日曜日
（清掃）

粒江 みつばち会 粒江町内の住民25 年会費1,000円９２ 倉敷



地域交流スペース
うきうき館 不定期粒江 ちょいワルおやじ

ＣＬＵＢ ー 粒江小学校区
の住民16～17 内容によって集金９３ 倉敷

粒江団地集会所 毎月
第４水曜日粒江団地 粒江団地サロン 13：30～16：00 粒江団地の住民10～15 無料９４ 倉敷

黒崎北町内会館 毎月
第３水曜日黒崎 黒崎すみよし会

（サロン） 10：00～12：00 黒崎町内の
高齢者17 無料

内容によって集金９５ 倉敷

黒崎北町内会館 毎週月曜日黒崎 黒崎すみよし会
（百歳体操） 14：00～15：30 黒崎町内の

高齢者20 月会費100円９６ 倉敷

ボランティアハウス
どまんなか 日曜日以外中庄 どまんなか 10：00～16：00 誰でも参加可能25 ランチ350円

講座の内容によって集金９７ 倉敷

万寿東町内会
集会所

毎月
第２水曜日中庄 おばあちゃん会 10：00～12：00 町内の高齢者７～８ 無料

内容によって集金９８ 倉敷

別府公民館 偶数月
第２土曜日中庄 別府ことぶき会 10：00～12：00 誰でも参加可能15 年会費1,000円９９ 倉敷

会員宅 ほぼ毎日中庄 村上サロン 8：30～ 近所の高齢者３ 無料１００倉敷

中庄天神団地集会所
 毎日（体操）
毎週水曜日・土曜日
（グラウンドゴルフ）

中庄 倉敷中庄天神
ふれあい広場の会

体操
6：30～6：40
グラウンドゴルフ
9：30～11：30

誰でも参加可能30 年会費1,000円
内容によって集金１０１倉敷

中庄ハイツ公文教室 毎週月曜日中庄 あすなろ 10：00～11：30 高齢者15 無料１０２倉敷

中庄小学校　　　　
グラウンド（練習）
マスカット球場　　
多目的広場（大会）

毎週日曜日
（練習）

 年２回（大会）
中庄

中庄学区ニュースポーツ
推進委員会

グラウンドゴルフ・ペタンク

9：00～12：00
(練習) 中庄地区の住民

練習
15～20
大会
60～100

無料
内容によって集金１０３倉敷

緑の里集会所 毎月
第３月曜日中庄 らく友会 10：00～12：00 近所の住民４ 無料１０４倉敷

中庄団地県営
22番地集会所

毎月
第２木曜日中庄団地 いきいきサロン

なかよし 10：00～12：00 22番地町内
の高齢者13～16 無料

内容によって集金１０５倉敷

シルバーハウジング
団らん室

毎月
第１火曜日中庄団地 交流サロン

シルバーハウジング 10：00～13：00 高齢者10 無料１０６倉敷

県営22番地集会所 毎週木曜日中庄団地 22番地百歳体操 10：00～11：00 22番地町内
の高齢者10 無料１０７倉敷

鳥羽公民館 毎週土曜日鳥羽 鳥羽元気会
ふれあいサロン 10：00～11：30 高齢者22 月会費100円１０８倉敷

緑ヶ丘団地集会所 毎週土曜日鳥羽 緑ヶ丘団地
運動グループ 10：00～11：00 町内の住民15 無料１０９倉敷

イトーピア集会所 毎月１回
（不定期）徳芳 サロンやよい － イトーピア

町内会の住民15 年会費300円
内容によって集金１１０倉敷

野口様宅 毎月
第３金曜日加須山 りんごの会

（高齢者） 10：00～15：30 誰でも参加可能７ 毎回500円１１１倉敷

野口様宅 毎月
第４土曜日加須山 りんごの会

（障がい者） 10：00～15：30 障がいのある方６ 毎回500円１１２倉敷

藤原車両３階 毎月第１日曜日
　　第３水曜日加須山 カラオケ同好会

フジワラ 19：30～22：00 誰でも参加可能10 毎回500円１１３倉敷

加須山会館 毎週月曜日加須山 真向法体操サロン 19：00～20：00 誰でも参加可能６ 年会費4,000円１１４倉敷

代表者宅 毎月
第１・３土曜日加須山 和幸庵 14：00～16：00 高齢者７～８ 無料１１５倉敷

くらしき山陽ハイツ 毎週水曜日有城 オレンジハイツ 10：00～14：00 誰でも参加可能５ 無料
内容によって集金１１６倉敷

屋外
(六間川の橋の 
 たもとに集合)

月４回
火曜日又は
金曜日

帯高 はなも１６
夏

7：00～10：00
冬

8：00～11：00

誰でも参加可能３ 無料１１７倉敷



会員宅 毎週木曜日帯高 さくらサロン 10：00～12：00 近所の方・高齢者９ 無料１１８倉敷

つくぼ片山家 毎月
第３土曜日帯高 つくぼ片山家

「おしゃべり喫茶」 13：30～15：30 誰でも参加可能10 通常300円
内容によって集金１１９倉敷

山下公民館 毎月１回
(不定期)天城さくらの会 10：00～12：00 誰でも参加可能８～10 無料

内容によって集金１２０倉敷

天城憩の家 毎週水曜日むつみ会　ヨガ教室 14：00～15：30 高齢者10 月会費1,500円１２１倉敷

天城憩の家 毎週木曜日天城リフレッシュ
体操教室 14：00～15：00 高齢者25 年会費500円１２２倉敷

代表者宅・天城公園
・天城憩の家 不定期サロン紅秋 － 天城・橋本町内

の女性高齢者９ 毎回300円１２３倉敷

代表者宅 毎月
第１月曜日

月曜会
（片原西サロン） 13：00～16：00 高齢者８～13 無料１２４倉敷

外出先 不定期わらびの会 － 片原西町内
の住民10 外出の実費１２５倉敷

塩干集会所 毎月
最終日曜日癒しの会 9：30～11：30 誰でも参加可能12 年会費100円

内容によって集金１２６倉敷

藤戸ハイツ集会所 毎週木曜日すみれクラブ 10：00～11：00 藤戸ハイツ町内
の高齢者20 無料１２７倉敷

天城台集会所 毎月
第３土曜日天城台 天城台サロン遊悠 9：00～12：00 天城台町内

の高齢者20～25 毎回300円１２８倉敷

西坂公民館 毎月
第３木曜日西坂 わらびの会 10：00～11：30 概ね町内の住民15～16 無料

内容によって集金１２９倉敷

生坂ハイツ集会所 毎月
第２・４月曜日生坂 さくら会 10：00～13：00 女性高齢者13 無料

内容によって集金１３０倉敷

西岡荘
（もしくは民主会館） 毎週土曜日西岡 なかよし会 10：00～16：00 高齢者12 無料

内容によって集金１３１倉敷

西岡会館 毎月
第１・４日曜日西岡 西岡会館

写真同好会 10：00～12：00 誰でも参加可能７ 無料１３２倉敷

倉敷民主会館
（もしくは西岡荘） 毎週土曜日宮前 なかよし会 10：00～16：00 高齢者12 無料

内容によって集金１３３倉敷

倉敷民主会館 毎月
第２・４水曜日宮前 イスヨガサークル 10：00～11：30 誰でも参加可能10～12 毎回500円１３４倉敷

コープ倉敷北
組合員活動室

毎月
第３土曜日宮前 青葉会 11：00～13：00 高齢者22 毎回500円

（昼食代）１３５倉敷

花の街公民館 毎月
第１・３木曜日宮前 花の街サロン 10：00～12：00 町内会の住民８ 無料１３６倉敷

祐安公民館 毎月
第１月曜日祐安 あじさいの会 10：00～13：00 概ね65歳以上20～25 毎回200円１３７倉敷

祐安の農園 随時祐安 ふれあいファーム
水車の里 － 地域の

入植希望者－ 年会費1,200円１３８倉敷

観音台自治会館 毎月
第１月曜日中帯江 ひまわり会 13：00～15：00 観音台町内

の女性21～22 毎回500円１３９倉敷

豊洲憩の家 毎月
第１・３木曜日五日市 いきいきサロン

アラカルト 13：00～16：00 誰でも参加可能10 月会費500円１４０倉敷

豊洲憩の家 毎週土曜日五日市 足軽倶楽部 13：00～16：00 誰でも参加可能８ 無料１４１倉敷

豊洲中央憩の家 毎月
第１・３金曜日西田 ふれあいサロン

手まりの会 10：00～12：00 高齢者25 毎回100円
内容によって集金１４２倉敷

下庄公民館 毎月
第１・３火曜日下庄 健康体操火曜サロン 10：00～12：00 町内の方12～13 無料１４３倉敷

藤戸町
天城

藤戸町
天城

藤戸町
天城

藤戸町
天城

藤戸町
天城

藤戸町
天城

藤戸町
藤戸

藤戸町
藤戸



代表者宅
年２回

４月・12月の
第１日曜日

下庄 ふれあい茶会 11：00～15：30 誰でも参加可能110 無料１４４倉敷

花工房 毎月
第２・４土曜日上東 茶花サロン 10：00～12：30 高齢者８ 毎回200円１４６倉敷

庄公民館
毎月第３
または
第４日曜日

上東 上東たんぽぽサロン 14：00～15：30 上東地区
の高齢者30 無料１４５倉敷

就労継続支援Ｂ型
クラシス

毎月
第２日曜日上東 四つ葉広場 14：00～16：00 高齢者25 毎回100円１４７倉敷

松島公民館 毎月
第２・４土曜日松島 松島ふれあいサロン 13：30～15：30 松島地区

の高齢者15 無料１４８倉敷

栗坂西公民館 毎月
第３火曜日栗坂 西栗坂お茶会 10：00～11：00 誰でも参加可能７ 毎回100円１４９倉敷

山地公民館 毎月
第４日曜日山地 山地ひだまり 14：00～16：00 山地地区

の高齢者40 毎回200円１５０倉敷

二子公民館 不定期二子 ふたご２５ ー 二子地区
の高齢者40 無料１５１倉敷

矢部公民館 毎週水曜日矢部 つれづれ会 13：30～15：00 概ね町内
の高齢者15 無料１５２倉敷

西尾公民館 毎月
第１月曜日西尾 西尾女子会 13：30～15：00 西尾町内の女性19 無料１５３倉敷

大手公民館・瀬口公民館
・赤井堂（花見）

年３回
(不定期)日畑 日畑ふれあいサロン 13：00～15：00 日畑地区

の高齢者22 無料１５４倉敷

庄新町公民館 毎月
最終水曜日庄新町 ブーケの会 13：00～15：00 高齢者25 毎回100円

内容によって集金１５５倉敷

茶屋町公会堂・会員宅 毎週水曜日茶屋町 サロン茶々会 － 高齢者６～７ 年会費500円１５６倉敷

茶屋町憩の家
茶屋町公民館

毎月
第３水曜日茶屋町 遊ゆうサロン 9：00～11：00 共睦社地区

の高齢者12 無料
内容によって集金１５７倉敷

茶屋町第一公園 毎日茶屋町 ラジオ体操を楽しむ会 6：30～ 誰でも参加可能25 無料１５８倉敷

マルナカ茶屋町店 毎月
第３日曜日茶屋町 メロンパンの会 9：30～11：00 精神障がい

のある方５～６ 喫茶代１５９倉敷

グループホーム
うらら 毎週金曜日茶屋町 いきいき体操ロイヤル 10：00～11：00 高齢者15～16 無料１６０倉敷

カフェうらら 毎週木曜日茶屋町 ふれあいサロン
カフェうらら 13：30～16：00 高齢者20 無料１６１倉敷

茶屋町第一公園 随時茶屋町 かわいい鬼の会 ー 誰でも参加可能30 無料１６２倉敷

茶屋町早沖中部
公会堂 毎週水曜日茶屋町

早沖

茶屋町
早沖

地域ふれあいサロン
「きらり」 10：00～12：00 早沖中部町内

の高齢者17 無料１６３倉敷

会員宅 毎月
第２・４月曜日ちくちく会 10：00～ 誰でも参加可能５ 毎回200円１６４倉敷

上町公民館 毎週月曜日西阿知町 水江さくら会 10：00～11：00 中洲学区
の高齢者22 無料１６５倉敷

新屋敷集会所 毎週木曜日
毎月第３水曜日西阿知町 なずなの会

木曜日
13：30～16：30
水曜日

10：00～15：00

概ね町内
の高齢者10 無料

内容によって集金１６６倉敷

西阿知ふれあい会館 毎週水曜日西阿知町 いきいき健康サロン 9：30～11：00 誰でも参加可能16 月会費400円
内容によって集金１６７倉敷

西阿知ふれあい会館 毎週金曜日西阿知町 西阿知
にこにこサロン 10：00～11：00 誰でも参加可能25～28 無料１６８倉敷



西阿知南連合町内会
コミュニティハウス 毎週火曜日西阿知町 のびのび体操クラブ 10：00～12：00 連合町内会員

の高齢者20～25 月会費300円１６９倉敷

西阿知憩の家 毎月
第２・４水曜日西原手芸の会 9：30～16：00 誰でも参加可能８～９ 無料１７０倉敷

西阿知憩の家 毎月
第３土曜日元気サロン 13：00～16：30 高齢者９～10 無料１７１倉敷

西阿知憩の家 毎月
第１土曜日西原ハッピーサロン 13：00～16：30 地域の高齢者６ 無料１７２倉敷

西阿知憩の家 毎週土曜日アイリス 9：00～12：00 地域の住民10 無料１７３倉敷

西阿知憩の家 毎週水曜日憩の家での百才体操 10：00～11：00 誰でも参加可能20 無料１７４倉敷

西阿知町新田公民館 毎月
第２水曜日サロンきずな 14：00～15：30 誰でも参加可能15～18 無料１７５倉敷

西阿知町新田公民館 年４回土曜日三世代交流会 10：30～12：00 誰でも参加可能35～40 無料１７６倉敷

西阿知町新田公民館 毎月
第３水曜日ちょい悪おやじの会 17：00～19：30 誰でも参加可能20～25 無料１７７倉敷

西阿知町新田公民館 毎週火曜日のびのびクラブ 14：00～15：30 誰でも参加可能15～18 無料１７８倉敷

西阿知町新田公民館 毎月
第３金曜日川柳飛翔 14：00～16：00 近所の住民８ 無料１７９倉敷

代表者宅 毎週月曜日サロンこまくさ 10：00～12：00 近所の高齢者５～６ 毎回300円１８０倉敷

上沖集会所 毎月
第２・４土曜日片島町 上沖ひまわり会 9：00～11：00 高齢者13～14 年会費1,000円

内容によって集金１８１倉敷

中畝ふれあい会館 年２回
４月・９月中畝 中畝いきいきサロン

ふれあいの会 10：00～12：00 中畝1～10丁目
の独居高齢者30 毎回100円１８２水島

南畝公民館 毎月
第４水曜日南畝 みなみせサロン 10：00～12：00 町内の住民25 毎回概ね200円１８３水島

南畝公民館 毎週木曜日南畝 南畝クラブ 14：00～15：00 町内の男性10～15 無料１８４水島

南畝公民館 毎週火曜日南畝 みなみせサロン 14：00～15：15 町内の女性18 無料１８５水島

介護老人保健施設
和光園５階 毎週火曜日東塚 和光園すみれ会

（火曜） 14：00～16：00 高齢者10～15 無料１８６水島

介護老人保健施設
和光園５階 毎週月曜日東塚 和光園すみれ会

（月曜） 14：00～16：00 高齢者10 無料１８７水島

介護老人保健施設
和光園５階 毎週水曜日東塚 和光園ひまわり 14：00～16：00 高齢者15 月会費100円１８８水島

五軒家集会所 毎月
第１月曜日五軒家ほっとカフェ 10：00～12：00 高齢者18～20 毎回200円１８９水島

五軒家集会所 毎月
第２火曜日ふれあいサロン５０８ 10：00～12：00 町内の高齢者10 年会費500円

内容によって集金１９０水島

古田砂場公民館 毎週水曜日サロン
はれのちはれ 13：30～15：00 町内の高齢者７～８ 毎回50円１９１水島

一元公民館 毎週木曜日福田いきいき
サロンの会 13：30～15：00 誰でも参加可能20～25 無料１９２水島

つどいの家 毎月
第１木曜日さっちゃん班 10：00～14：00 高齢者12～13 毎回300円１９３水島

福田公民館 毎月
第２・４水曜日ふれあいサロン 13：30～16：00 誰でも参加可能12～13 内容によって集金１９４水島

西阿知町
西原

西阿知町
西原

西阿知町
西原

西阿知町
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西阿知町
新田

西阿知町
新田

西阿知町
新田

西阿知町
新田

西阿知町
新田

西阿知町
新田

福田町
浦田

福田町
浦田

福田町
福田

福田町
福田

福田町
古新田

福田町
古新田



福田公民館 年５回いきいきサロン古新田
かたつむりの会 9：00～12：00 古新田地区

の独居高齢者25 毎回200円１９５水島

古新田憩の家 毎週火曜日古新田すみれ会 10：00～12：00 高齢者10～15 無料１９６水島

ライフパーク倉敷 毎月第１水曜日
　　第３火曜日

エンジョイ
スポーツの会 9：30～11：30 誰でも参加可能70～80 毎回100円１９７水島

古新田二・
三ノ割公民館 毎週木曜日わくわく体操 10：00～11：30 町内の住民10 茶話会の参加者は

毎回60円１９８水島

広江

広江

広江

広江

広江

広江

広江

広江

広江

広江

広江

呼松

呼松

呼松

呼松

呼松

北畝

北畝

福田パークハイツ
集会所 毎週月曜日ベストフレンド福田

パークハイツ 13：00～14：30 高齢者８ 無料１９９水島

広江憩の家

広江憩の家

広江憩の家

広江憩の家

広江憩の家

広江中央公民館

原・相引集会所

毎月
第３水曜日広江生き生きサロン 10：00～12：00 高齢者40～50 毎回200円２００水島

毎月
第１土曜日

生き生きサロン
おしゃべり会 10：00～14：00 誰でも参加可能20～22 毎回300円２０１水島

毎週水曜日シュウイチ100歳体操
（広江憩の家　水曜の部） 13：00～15：00 高齢者25 無料２０２水島

毎週木曜日シュウイチ100歳体操
（広江憩の家　木曜の部）

10：00～12：00
第２週は
13：00～15：00

高齢者５～６ 無料２０３水島

毎週水曜日うきうきサークル 14：00～15：00 誰でも参加可能８～10 無料２０４水島

毎月
第３火曜日もちっ子サロン 10：00～11：30 未就園の

子どもと親20～30 毎回100円
内容によって集金２０５水島

毎月
第１金曜日広江なかよし会 9：30～14：00 町内の住民14～16 毎回300円２０６水島

ヴィレッジハウス
広江集会所 毎週土曜日ヴィレッジハウス

ゆり体操 13：00～15：00 誰でも参加可能３ 無料２０７水島

コスモタウン
広江町内集会所 毎週日曜日コスモタウン100 10：00～11：00 町内の住民11～15 無料２０８水島

広陽ヒルズ集会所 毎週日曜日広陽ヒルズ楽天体操 10：00～11：30 高齢者12 無料２０９水島

呼松コミュニティ
ハウス 毎週金曜日呼松北生き生き

百歳体操会 10：00～11：00 高齢者10 無料２１０水島

呼松公民館 年３回高齢者おしゃべり会 10：00～13：00 町内の高齢者30 毎回概ね300円２１１水島

呼松公民館 毎週火曜日すみれ会 19：00～20：00 町内の住民８～10 無料２１２水島

呼松保健の家 毎週木曜日呼松中いきいき
百歳体操クラブ 10：00～11：30 高齢者15～20 年会費200円２１３水島

呼松保健の家 毎週金曜日呼松南いきいき
クラブ 10：00～11：30 高齢者15 無料２１４水島

北畝３丁目集会所
第四福田幼稚園 不定期北畝３丁目

ポプラの会 9：30～12：00 町内の高齢者10 無料２１５水島

北畝公民館 毎月
第１水曜日北畝いきいきサロン 13：30～15：00 町内の高齢者20～30 毎回200円

内容によって集金２１６水島

相生公民館

毎週水曜日
(体操)

毎週火曜日・金曜日
(グラウンドゴルフ)

相生寿楽会 9：00～10：30 町内の高齢者10 無料２１７水島

寿町集会所
毎週日曜日
（百歳体操）
毎月第２日曜日

ことぶき
仲よしサロン

9：00～10：30
13：30～15：00 町内の住民16 毎回100円

内容によって集金２１８水島

弥生公民館 毎月
第１月曜日弥生いきいきサロン 9：30～11：30 高齢者15～20 無料２１９水島

福田町
古新田

福田町
古新田

福田町
古新田

福田町
古新田

水島
相生町

水島
東寿町

水島
東弥生町



北畝１丁目集会所 毎月
第３金曜日

北畝１丁目
いきいきサロン 10：00～12：00 町内会の住民20～30 内容によって集金２２０水島

栄町コミュニティ
ハウス

毎月第３木曜日
毎週木曜日
（百歳体操）

栄にこにこサロン 9：30～11：30
10：00～11：30 高齢者15 内容によって集金２２１水島

北畝１丁目集会所 毎週水曜日いきいき
元気体操くらぶ 10：00～11：30 町内会の住民18 無料２２２水島

さかえ町広場
Ｔｏｍｏｎｉ

毎月
第３土曜日

水島こども食堂
ミソラ♪ 10：00～14：00 誰でも参加可能40～50 大人毎回300円

子ども無料２２３水島

コープリハビリ
テーション病院

毎月第２火曜日
毎月第４水曜日にんにんサロン 13：00～15：00

10：30～12：00 高齢者30～40 無料２２４水島

水島憩の家 毎月第１火曜日
毎月第３火曜日ひだまりサロン 10：00～11：30

13：30～15：00 誰でも参加可能18 無料２２５水島

亀島 自宅 毎月
第１水曜日クローバー 13：30～15：30 概ね80歳以上

の高齢者６ 毎回100円
内容によって集金２２６水島

新田公民館 毎月
第３木曜日しんでんサロン 13：30～15：00 町内の住民20 無料２２７水島

北面公民館 毎週金曜日北面すこやかクラブ 13：00～17：00 町内の高齢者６ 無料２２８水島

連島北憩の家
毎月

第１・３・５
水曜日

16ヨガ会 10：00～11：00 高齢者10～13 毎回500円２２９水島

連島北憩の家
（もしくは中島ハイツ集会所） 毎週金曜日

中島ハイツ
ふれあいサロン 10：00～12：00 町内の高齢者15 毎回100円２３０水島

西浦ふれあい会館 毎月
第２土曜日西町笑天楽寿会 10：00～14：00 町内の60歳以上15～16 毎回概ね1,000円２３１水島

西浦ふれあい会館 毎週木曜日（名無し）
西之浦百歳体操 10：30～11：30 誰でも参加可能20～25 無料２３２水島

連島公民館 毎週木曜日お楽しみ体操 13：00～15：00 高齢者14 無料２３３水島

黒住教連島教会所 毎月
第４月曜日

ふれあいいきいき
サロンなでしこ 9：30～12：00 高齢者12 毎回200円

内容によって集金２３４水島

連島中央 連島憩の家
毎月第３火曜日
毎週日曜日
（百歳体操）

すみれサロン 13：30～15：00
13：15～14：15 誰でも参加可能20～25 無料

内容によって集金２３５水島

茂浦公民館 毎月
第２木曜日ぽかぽかさろん 9：30～11：30 未就園の

子どもと親
70

（25組） 無料２３６水島

茂浦公民館 毎月
第４金曜日

茂浦・富崎
健康クラブ 13：30～15：00 町内の高齢者15～20 年会費500円２３７水島

大江公民館 毎月
第２火曜日大江健康サロン 10：00～11：30 町内の住民20 無料

内容によって集金２３８水島

江長公民館 毎週火曜日歌って体操の会 9：30～11：30 概ね60歳以上20 無料２３９水島

江長公民館 毎週木曜日あじさいの花 9：30～11：30 誰でも参加可能12 無料２４０水島

あたごふれあい会館 毎週金曜日あたごふれあい
サロン 14：00～16：00 高齢者10 月会費100円

内容によって集金２４１水島

鶯ヶ丘集会所 毎月
第２木曜日うぐいすサロン 10：00～12：00 町内の住民20～30 内容によって集金２４２水島

連島

連島

水島会館 概ね年６回ふれあい喫茶 9：30～11：30 誰でも参加可能35 毎回100円２４３水島

水島会館 毎月１回はすママ 10：00～16：00 誰でも参加可能20～30 無料２４４水島

水島
東栄町

水島
東栄町

水島
東栄町

水島
西栄町

水島
東千鳥町

水島
東千鳥町

連島町
矢柄

連島町
矢柄

連島町
西之浦

連島町
西之浦

連島町
西之浦

連島町
西之浦

連島町
西之浦

連島町
西之浦

連島町
連島

連島町
連島

連島町
連島

連島町
連島

連島町
連島

連島町
連島

連島町
連島



水島会館 毎月
第１・３火曜日

楽らく会
カラオケの会 13：00～16：30 誰でも参加可能10～12 毎回200円２４５水島 連島

水島会館 毎週木曜日たんぽぽの里
（手芸） 10：00～15：00 高齢者12 毎回200円２４６水島 連島

ＪＦＥふれあい会館 不定期はつらつサロン 10：00～11：30 高齢者
子育て中の親と子ども20 内容によって集金２４７水島 鶴の浦

鶴新田憩の家 毎週金曜日連島南百歳体操 10：00～11：00 高齢者17～18 無料２４８水島

鶴新田憩の家 毎月
第２水曜日

コミコミ麻雀を
広める会 13：00～16：00 会員15～20 年会費1,500円２４９水島

連島南公民館 毎月
第１・３日曜日

イキイキサロン
れんこんの会・百歳体操 13：00～15：30 町内の

独居高齢者15～20 毎回100円２５０水島

連島南公民館 毎月
第４火曜日

イキイキサロン
れんこんの会 13：00～15：00 町内の

独居高齢者20 毎回300円
内容によって集金２５１水島

連島南公民館 毎月
第４金曜日きずなクラブ 9：30～11：00 誰でも参加可能20～30 無料２５２水島

東川町公民館 毎月
第１・３水曜日東川町健康サロン 10：00～11：30 高齢者15 月会費100円２５３水島

水島学区
コミュニティ会館

毎月
第３水曜日おしゃべりカフェ 9：00～12：00 誰でも参加可能45～50 毎回100円２５４水島

医療生協会館 毎週土曜日元気いきいき班 10：00～11：00 高齢者20 無料２５５水島

旧児島高等学校 毎週木曜日あじのクラブ 10：00～11：00 味野地区の住民18 無料２５６児島 児島味野

児島味野

児島赤崎

児島赤崎

児島市民交流
センター

毎月
第２水曜日グループ光彩 9：00～12：00 誰でも参加可能10 無料２５７児島

城集会所 毎週木曜日味野ふれあいサロン 13：30～15：30 町内の住民13 無料２５８児島

お薬師堂 毎月20日前後お薬師堂の集い 13：30～15：30 誰でも参加可能５ 無料２５９児島

赤崎町民センター 毎月
第２・４土曜日

赤崎シニア友愛クラブ
健康ラジオ体操会 10：00～10：45 誰でも参加可能20 無料２６０児島

赤崎町民センター
毎月

第２火曜日
第４金曜日

楽々サロン 19：30～21：00 誰でも参加可能10 月会費100円２６１児島 児島赤崎

赤崎憩の家 毎月
第１・３土曜日

寿命のび～る
赤崎サロン 13：30～16：00 誰でも参加可能10 上半期会費1,000円

下半期会費1,000円２６２児島 児島赤崎

菰池コミュニティー
センター

毎月１回
（月・水・金曜日 
　　のいずれか）

わいわいがやがや
サロン

10：00～12：00 誰でも参加可能20 無料２６３児島 菰池

菰池２丁目集会所 毎月
第１・３木曜日楽遊サロン 13：00～15：00 誰でも参加可能20 内容によって集金２６４児島 菰池

菰池２丁目集会所 毎月
第４火曜日ふれ愛体操の会 10：00～12：00 誰でも参加可能15 無料２６５児島 菰池

菰池本村大師堂 毎月
最終の月曜日サロン菰池 13：30～15：00 誰でも参加可能15 毎回300円２６６児島 菰池

児島公民館
大畠分館

毎週
月・木曜日大畠体操の会 13：00～14：00 誰でも参加可能６ 無料２６７児島 大畠

大畠南公園 毎日大畠鷲羽グラウンド
ゴルフ同好会 8：30～10：00 誰でも参加可能８ 無料２６８児島 大畠

下津井憩の家 毎週
水・日曜日田之浦元気クラブ 14：00～15：00 誰でも参加可能15 無料２６９児島

連島町
鶴新田

連島町
鶴新田

連島町
鶴新田

連島町
鶴新田

連島町
鶴新田

水島
東川町

水島
北春日町

水島
南春日町

児島
味野城

下津井
田之浦



・下津井東小学校
グラウンド　
・田之浦公園　　

小学校
土・日曜日
公園

火・木曜日

下津井田之浦
グラウンドゴルフ

同好会
誰でも参加可能10 無料２７０児島

デイサービスセンター
しおかぜ城山

毎月
第１日曜日下津井

下津井

下津井

下津井

下津井

下津井

下津井

下津井

下津井

下津井

吹上サロン 10：00～11：30 町内の住民35 毎回200円２７１児島

木里神社 毎月
第１・３水曜日あすなろ会 13：00～15：00 町内の住民10 無料２７２児島

まだかな会館 毎週木曜日まだかなサロン 14：00～15：00 誰でも参加可能25 毎回100円２７３児島

下津井こども広場 毎週月・水
木・金曜日

下津井片原町内会
グラウンドゴルフ

同好会
8：00～10：30 誰でも参加可能10 月会費300円２７４児島

下津井西公園 毎週火・木
土・日曜日

古下津井
グラウンドゴルフ

同好会
8：00～10：00 誰でも参加可能20 無料２７５児島

大室ふれあい公園
男性:毎日　
女性:毎週　
　　　月・水・金

大室グラウンド
ゴルフ同好会 8：30～10：00 誰でも参加可能16 無料２７６児島

大室集会所 毎月
第３水曜日

大室町内会
体操教室 10：30～11：30 誰でも参加可能15 無料２７７児島

まだかな会館付近 毎日下津井将棋の会 14：00～16：00 誰でも参加可能５ 無料２７８児島

旧下津井幼稚園 毎月１回子育てホッと
ステーション筆海 10：00～11：30 就学前の親子15 毎回200円２７９児島

古下津井公会堂
毎月

第２・４金曜日
毎月

第１・３土曜日

古下津井
お達者クラブ

金曜日
10：00～11：00
土曜日

13：00～15：00
町内の住民15 無料２８０児島

寺田公会堂 毎月
第１・３木曜日児島通生 寺田なごみの会 10：00～12：00 高齢者14 毎回200円

月会費100円２８１児島

PPPブラヴィッシモ！通生
玄関前広場 毎日児島通生 ラジオ体操の会 6：30～6：40 誰でも参加可能10～30 無料２８２児島

通生奥公会堂 毎月
第３月曜日児島通生 唄桜会 13：30～15：30 誰でも参加可能12 毎回200円２８３児島

宇頭間金濱自治会館 毎月
第４木曜日児島塩生 ＵＫサロン 10：00～12：00 誰でも参加可能32 毎回100円２８４児島

本荘公民館 毎週金曜日児島塩生 本荘健康体操 13：30～15：00 誰でも参加可能25 毎月1,800円２８５児島

午前の部
11：00～12：00
午後の部
14：00～15：00

旧かたやま物産㈱
事務所

毎月
第２・４火曜日児島塩生 カフェなごみin本荘 10：00～12：00 高齢者30 毎回200円

月会費100円２８７児島

宇野津公会堂 毎週木曜日宇野津なごみの会 10：00～11：30 誰でも参加可能14 毎月300円２８８児島

柳田西側公会堂 毎月
第３月曜日お花サロン 13：00～15：00 誰でも参加可能14 無料

内容によって集金２８９児島

柳田西側公会堂
毎月

第１月曜日
第３水曜日

西側どんぐりの会 13：00～15：00 誰でも参加可能12～20 内容によって集金２９０児島

児島公民館
稗田分館

毎月
第１木曜日サロンつばさ 9：30～13：30 誰でも参加可能20 内容によって集金２９１児島

新児島団地
自治会館

毎月
第３木曜日笑遊会 13：30～15：30 誰でも参加可能20 半年会費1,000円２９２児島

旧柳田幼稚園 毎週水曜日中地区げんき会 14：00～15：00 町内の住民20 無料２９３児島

下津井
田之浦

小学校
8：30～10：00
公園

9：00～10：30

児島
宇野津

児島
柳田町

児島
柳田町

児島
柳田町

児島
柳田町

児島
柳田町

本荘憩の家 毎週土曜日児島塩生 元気アップ体操
同好会 誰でも参加可能10 無料２８６児島



ガーデンタウン
児島集会所

毎月
第２・４木曜日

ガーデンタウン
児島スマイル 10：00～12：00 誰でも参加可能10 毎回200円

内容によって集金２９４児島 児島
小川町

阿弥陀堂 月末なでしこサロン 13：00～15：30 町内の住民10 毎回100円２９５児島 児島小川

児島小川

児島小川

児島小川

児島小川

児島小川

児島小川

小川海岸通り
公会堂 毎週水曜日親睦会 9：00～16：00 町内の住民13 月会費200円２９６児島

県営集会所 毎月
第２・４木曜日サロン中山 10：00～12：00 町内の住民12 月会費100円２９７児島

すがの電器 毎月
第２金曜日児島の学び場 10：00～11：00 誰でも参加可能５ 無料２９８児島

市営中央中山
集会所 毎月１回市営中山集いの場 10：00～12：00 誰でも参加可能15 無料２９９児島

辻公会堂
２ヶ月に１回
第２火曜日か
第４火曜日

辻親睦会 10：00～11：30 誰でも参加可能20 毎回200円３００児島

天満保育園跡 毎週木曜日ぽっかぽかサロン 10：00～11：30 誰でも参加可能12 年会費1,000円３０１児島

稗田中山集会所 随時館会 随時 誰でも参加可能９ 内容によって集金３０２児島 児島
稗田町

滑公会堂 随時なめら会 随時 町内の住民13～15 内容によって集金３０３児島 児島
稗田町

緑丘コミュニティ
センター

毎月
第１・３金曜日緑丘元気会 9：30～12：00 町内の住民13～14 会費あり

内容によって集金３０４児島 児島
稗田町

滑公会堂 毎週月曜日ふれんず 13：00～15：00 誰でも参加可能10 無料３０５児島 児島
稗田町

緑丘コミュニティ
センター 随時さわやかサロン 随時 誰でも参加可能10 内容によって集金３０６児島 児島

稗田町

御前道集会所 毎月
最終金曜日

御前道
ふれあいサロン 10：00～12：00 誰でも参加可能13 無料

内容によって集金３０７児島 児島
稗田町

佐古自治会館 毎週木曜日コスモスの会 9：00～11：30 誰でも参加可能23 内容によって集金３０８児島 児島
稗田町

久保公会堂 毎月
第２火曜日久保ふれあいサロン 10：00～12：00 高齢者13 無料３０９児島 児島

稗田町

帆干谷公会堂 毎月
第３日曜日

ふれあいサロン
帆干谷 10：00～12：00 町内の住民15 無料３１０児島 児島

稗田町

古田の口集会所 毎週火曜日くすの木サロン 14：00～15：30 誰でも参加可能12 毎回100円３１１児島 児島
田の口

十王堂公会堂 毎週金曜日サロンわきあいあい 13：30～15：00 高齢者20 無料３１２児島 児島
田の口

峠公会堂・観音堂他

毎月
第１・２・４
水曜日
第３木曜日

峠地区いきいき
青空サロン

水曜日
19：00～20：00
木曜日

8：30～12：30

誰でも参加可能12 無料３１３児島 児島
田の口

東明石公民館 毎週水曜日東明石ヘルスクラブ 10：00～11：00 誰でも参加可能13 無料３１４児島 児島
田の口

峠公会堂 毎月
第２・４金曜日おしゃべりサロン峠 10：00～12：00 誰でも参加可能８ 無料３１５児島 児島

田の口

琴浦憩の家 毎週金曜日サロン夕日が丘 10：00～11：30 誰でも参加可能18 無料３１６児島 児島
田の口

琴浦憩の家 毎月
第１・３水曜日サロンかわいい 13：30～15：30 定員に空きがある場合

は誰でも参加可能15 無料３１７児島 児島
田の口

奥公会堂 毎月
第２金曜日話・和・輪サロン 19：00～20：00 誰でも参加可能15 無料３１８児島 児島

田の口



小西ふれあい会館 毎月
第２月曜日澤児島 10：00～15：30 誰でも参加可能９ 無料３１９児島

和井田自治会館 毎月
第４土曜日和井田サロン 13：30～15：00 誰でも参加可能20 毎回100円３２０児島

交流サロンふらっと ほぼ毎日
（月～金曜日）交流サロンふらっと 10：00～15：00 誰でも参加可能５ 毎回200円３２１児島

片引公会堂 毎週土曜日片引なごやかサロン 10：00～11：30 町内の65歳
以上の住民20 月会費100円３２２児島

代表者宅横の農園 随時馬渕サロン 随時 誰でも参加可能２～５ 無料３２３児島

㈱ミールオンデマンド内 随時ＭＯＤＳ ＫＩＴＣＨＥＮ
（モダン　キッチン） 随時 誰でも参加可能20 毎回

200円～300円集金３２４児島

堀江明西公会堂 毎月
第４土曜日

堀江明西
ふれあいサロン 11：00～13：00 誰でも参加可能35 毎回100円３２５児島

琴浦キリスト教会 毎週金曜日琴浦教室真向法体操 13：30～15：00 誰でも参加可能８ 毎回300円３２６児島

交流サロンふらっと 毎月
第２金曜日澤琴浦俳句会 9：30～12：00 誰でも参加可能９ 無料３２７児島

山際自治会館 毎週水曜日サロン山際 10：00～11：30 誰でも参加可能15 無料３２８児島

白尾山神社集会所 毎月
第３金曜日児島白尾 白尾サロン 10：00～12：00 誰でも参加可能15 毎回100円３２９児島

代表者宅・ファーム 随時児島白尾 峠里山サロン 随時 誰でも参加可能６ 無料３３０児島

郷内公民館
児島民主会館 随時林 たんぽぽ団 随時 発達障がいの理解

を深めたい方10 内容によって集金３３１児島

大賀公民館 毎月
第２木曜日木見 くすのきサロン 10：00～11：30 誰でも参加可能13 無料３３２児島

福江公会堂 毎月
第４水曜日福江 福江ふれあいサロン

（R2年4月から開設予定） 10：00～11：30 町内の住民－ 無料３３３児島

日の出町公会堂 毎月
第２木曜日玉島 日の出町

介護予防教室 10：00～11：30 町内の住民18 無料３３４玉島

西爽亭 奇数月
第４木曜日玉島 介護予防教室 13：00～15：00 誰でも参加可能25～26 無料３３５玉島

玉島市民交流センター
会員宅 毎週金曜日ピーチ会 13：00～17：00 誰でも参加可能５ 内容によって集金３３６玉島

玉島市民交流
センター

毎月
第２火曜日

なかよし
生き生きサロン 13：00～15：00 高齢者15 無料

内容によって集金３３７玉島

玉島市民交流
センター

毎月
第１火曜日なでしこ会 10：00～13：30 玉島地区の在宅

独居高齢者10～12 毎回1,000円３３８玉島

玉島憩の家 毎週水曜日イキイキ元気クラブ
２０１５ 14：00～16：00 誰でも参加可能12～13 無料３３９玉島

箱部公会堂 毎月
第１・３・５火曜日箱部ふれあいサロン 10：00～12：00 町内の高齢者９ 毎回100円

内容によって集金３４０玉島

永楽町北集会場 毎月
第２・４水曜日永楽健康クラブ 9：30～11：30 誰でも参加可能16 毎回100円３４１玉島

永楽町北集会場 毎週火曜日住吉２班健康クラブ 10：00～12：00 誰でも参加可能４ 無料３４２玉島

本所公会堂 毎月
第４木曜日本所にこにこサロン 10：00～11：30 誰でも参加可能20 毎回100円

内容によって集金３４３玉島

堤下公会堂 隔月
第２木曜日玉島上成 なでしこ会 12：00～15：00 町内の住民25 毎回500円

内容によって集金３４４玉島

児島
下の町

児島
下の町

児島
下の町

児島
下の町

児島
下の町

児島
下の町

児島
下の町

児島
下の町

児島
下の町

児島
下の町

玉島
阿賀崎

玉島
阿賀崎

玉島
阿賀崎

玉島
阿賀崎

玉島
阿賀崎

玉島
阿賀崎

玉島
阿賀崎

玉島
阿賀崎



福島公会堂 毎週木曜日

毎月
第２・４水曜日

毎月
第２・４金曜日

ふれあいサロン
くじら山 13：30～15：30 町内の女性23 年会費1,000円３４５玉島

代表者宅上成あみもの会 9：00～16：00 誰でも参加可能８ 月会費4,000円３４６玉島 玉島上成

玉島上成

玉島上成

玉島上成

玉島乙島

玉島乙島

会員宅上成はなはな会 9：00～11：30 誰でも参加可能５ 月会費2,000円
内容によって集金３４７玉島

上吉浦公会堂 毎月
第２水曜日すみれ会 13：30～15：30 町内の住民15 内容によって集金３４８玉島

高地公会堂 毎月２回水曜日
（相談で決める）高地町内百歳体操 13：30～15：00 町内の住民８ 無料３４９玉島

城岡の辻公会堂等 随時はなみずき 9：30～16：00 町内の住民８ 内容によって集金３５０玉島

玉島乙島 大平公会堂 毎月
第３水曜日

毎月
第２火曜日

蘆花の小径 13：30～15：00 誰でも参加可能13 内容によって集金３５１玉島

玉島乙島 畑公会堂悠々サロン 10：00～15：00 町内の高齢者10 毎回400円３５２玉島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

玉島乙島

東新田公会堂 月１回にこにこサロン 随時 町内の高齢者12 無料
内容によって集金３５３玉島

中山公会堂
中山遊園

毎月
第１日曜日
第３土曜日
第３日曜日

ふくじゅ会 随時 誰でも参加可能７ 年会費1,000円
内容によって集金３５４玉島

中山公会堂 月１～２回
土・日曜日中山ニコニコクラブ 18：00～20：00 町内の住民10 年会費1,000円

内容によって集金３５５玉島

中山公会堂 毎月第２日曜日
　　第４水曜日中山サロン 13：00～16：00 高齢者13 無料

内容によって集金３５６玉島

養父公民館養父町内百歳体操 10：00～12：00 町内の住民18 無料３５７玉島

泉谷公民館 毎週木曜日

毎月
第１・３月曜日

泉谷なかよし会 9：30～14：00 誰でも参加可能30 無料３５８玉島

才の谷集会所 毎週金曜日才の谷町内百歳体操 10：00～11：30 町内の住民５ 無料３５９玉島

北泉公会堂 毎週木曜日新緑の会

10：00～12：00
（体操）
10：00～14：00
（茶話会）

誰でも参加可能18 無料３６０玉島

ぎゃらりい柳 毎月
第１火曜日柳遊サロン 10：30～13：30 誰でも参加可能９ 毎回200円３６１玉島

堀貫公会堂 毎週水曜日元気長寿会 14：00～15：00 高齢者17 無料３６２玉島

狐島公会堂 毎月
第４月曜日なごみの会 13：30～16：00 高齢者17 年会費500円

内容によって集金３６３玉島

小高地公会堂 毎月
第１・３水曜日つくし会 10：00～12：00 誰でも参加可能17 毎回100円３６４玉島

乙島憩の家 毎月１回玉島なかよし会 10：00～11：30 誰でも参加可能６ 無料３６５玉島

乙島憩の家 毎週土曜日健口体操 9：30～11：30 誰でも参加可能９ 無料
内容によって集金３６６玉島

乙島憩の家 毎月
第３金曜日ひまわり班 13：30～16：30 誰でも参加可能９ 無料

内容によって集金３６７玉島

坂田町公会堂 毎月
第２・４金曜日坂田会 10：00～12：00 誰でも参加可能17 無料３６８玉島

高後沖集会所 隔月
第３木曜日高後沖コスモス会 10：00～12：00 誰でも参加可能16 毎回100円

内容によって集金３６９玉島



柏台集会所 毎月
第１・５水曜日なかよしサロン柏台 13：30～16：00 町内の高齢者15～16 毎回100円３７０玉島

柏台集会所・国民宿舎
公園・地区全域 随時柏台寿クラブ 随時 町内の高齢者20 月会費300円

内容によって集金３７１玉島

天満町公会堂 毎月
第２・３水曜日天満町内百歳体操 10：00～11：30 町内の高齢者６ 無料３７２玉島

平尾公会堂 毎週火曜日平尾きらきらクラブ 10：30～12：00 10 無料３７３玉島

柏島東憩の家

柏島東憩の家

柏島東憩の家

毎月
第１火曜日サロン　のぞみ会 9：30～15：00 八幡学区

の高齢者

誰でも参加可能

８ 毎回100円３７４玉島

毎週木曜日なかよしクラブ 10：00～11：30 高齢者10 無料３７５玉島

毎月
第１・３木曜日

毎週金曜日

玉島のびの～び
クラブ 10：00～12：00 高齢者15 無料

内容によって集金３７６玉島

宮地公会堂金曜会 10：00～12：00 高齢者15 年会費1,000円３７７玉島

亀崎公会堂 毎月
第１・３月曜日亀崎万年クラブ 10：00～11：20 町内の高齢者10 無料３７８玉島

柏島小学校体育館 毎週日曜日フレンズ柏島 14：00～17：00 誰でも参加可能11 内容によって集金３７９玉島

柏島憩の家 毎月
第２水曜日玉島柏島

玉島柏島

玉島柏島

玉島柏島

玉島柏島

玉島柏島

玉島柏島

玉島勇崎

玉島勇崎

玉島勇崎

玉島勇崎

玉島勇崎

玉島黒崎

玉島黒崎

玉島黒崎

玉島柏島

玉島柏島

玉島柏島

玉島柏島

玉島柏島

玉島柏島

玉島柏島

玉島柏島

玉島柏台

玉島柏台

いきいき元気柏島 9：30～11：00 誰でも参加可能12～13 無料
内容によって集金３８０玉島

柏島憩の家 毎週火曜日体操教室 9：30～11：00 誰でも参加可能14 月会費2,000円３８１玉島

玉島柏島 光町公会堂 毎月
第１・３火曜日光町町内百歳体操 10：00～11：30 高齢者５～６ 無料３８２玉島

桃山公会堂 毎週月曜日もも山
ふれあいサロン 13：00～15：00 町内の高齢者６～７ 無料３８３玉島

桃山公会堂 隔月
第３水曜日健康寿命勉強会 10：00～11：30 高齢者14～15 無料３８４玉島

金頭会館 毎週火曜日さくら会 13：30～15：00 金頭団地
の高齢者10 無料３８５玉島

玉島西公民館 毎週火曜日
(第３火曜を除く)しなやかサロン 10：00～11：15 高齢者15～17 無料３８６玉島

玉島西公民館 毎週金曜日ステップジョイ 10：00～11：00 誰でも参加可能16 無料３８７玉島

西浦公会堂 毎週月曜日
又は水曜日あかね会 10：00～11：00 町内の高齢者10 無料３８８玉島

外浜公会堂 毎週木曜日笑和会 9：30～11：00 高齢者24 無料３８９玉島

自宅 毎週月曜日サロン和 10：00～12：00 高齢者８ 毎回100円３９０玉島

山之端町公会堂 毎月
第２月曜日

山之端町内サロン
なかよし会 13：30～15：00 町内の高齢者13 毎回100円３９１玉島

羽口公会堂 毎週木曜日勇崎なかよしサロン 9：30～12：00 高齢者９～10 月会費300円３９２玉島

北迫公会堂
桃源遊園

毎週
月曜・木曜シャイン 9：00～12：00 町内の高齢者７～８ 無料３９３玉島

北迫公会堂 週１回茶道藪の内流
のつどい 随時 高齢者８ 無料３９４玉島

黒崎町公会堂 毎週月曜日ひまわりの会 13：00～15：00 高齢者10～11 無料
内容によって集金３９５玉島



玉島黒崎 黒崎公会堂 毎月
第２水曜日ぶどうの会 13：30～15：30 高齢者26 毎回100円３９６玉島

玉島黒崎 小原公会堂 毎週月曜日しおかぜ 10：30～11：30 町内の高齢者14～15 無料３９７玉島

玉島黒崎 黒崎憩の家 毎月第１火曜日
　　第３金曜日

沙美カラオケ
を楽しむ会 13：00～16：00 沙美地域の住民10 無料３９８玉島

玉島黒崎 会長宅 毎月
第２・４月曜日沙美．ひまわり 13：30～15：30 高齢者14～15 月会費100円

内容によって集金３９９玉島

玉島黒崎 玉島黒崎公民館
黒崎憩の家 毎週水曜日菜の花クラブ 14：00～15：00 誰でも参加可能10～13 無料４００玉島

玉島黒崎 原田呉服店(元) 毎週土曜日マーメイド 13：30～15：30 高齢者10 毎回100円４０１玉島

玉島黒崎 原田呉服店(元) 毎月
第４土曜日沙美スイトピー 13：30～15：30 近所の高齢者11 毎回100円４０２玉島

玉島黒崎 沙美西公会堂 毎週金曜日はまなす 10：00～11：00 高齢者10 無料４０３玉島

玉島黒崎 南浦憩の家 毎月
第４金曜日うみねこサロン 13：30～15：30 高齢者17 月会費100円

内容によって集金４０４玉島

玉島黒崎 南浦憩の家 毎週木曜日南浦はなみずき 9：30～12：00 高齢者10～13 内容によって集金４０５玉島

玉島黒崎 南浦小学校西校舎 毎月
第３日曜日なんぽ虹いろの会 13：00～15：00 町内の高齢者８～９ 内容によって集金４０６玉島

玉島黒崎 南浦小学校西校舎 毎週土曜日なんぽ
オーシャンくらぶ 10：00～11：30 高齢者17 無料４０７玉島

玉島長尾 四丁目集会所 毎週火曜日ハーブサロン 13：30～16：30 誰でも参加可能６ 月会費500円
講師の月謝は別途集金４０８玉島

玉島長尾 土生公会堂 毎月
第１月曜日ピオーネサロン 13：00～17：00 近所の高齢者５ 無料４０９玉島

玉島長尾 長尾憩の家 毎月
第２・３・４水曜日スマイルフラワー 14：00～16：00 誰でも参加可能６～７ 月会費500円４１０玉島

玉島長尾 長尾憩の家 毎月
第２金曜日自立の会 10：00～15：00 障がい者

高齢者25 年会費1,000円４１１玉島

玉島長尾 長尾憩の家 毎週金曜日幸せ体操 10：00～11：00 高齢者15 無料４１２玉島

玉島長尾 横町公会堂 毎週金曜日
（第３金曜日は休み）横町町内体操の会 14：00～15：30 町内の住民８ 無料４１３玉島

玉島長尾 長尾分館 毎月
第３金曜日ながお暮楽輝サロン 13：00～15：00 誰でも参加可能20 毎回100円４１４玉島

玉島長尾 長尾分館 毎月
第１水曜日いちごちゃん 10：00～11：30 子育て世代

地域の協力者55 毎回100円４１５玉島

玉島長尾 長尾分館 奇数月
第３月曜日ほっと笑待会 10：00～13：00 西日本豪雨

の被災者50 毎回100円４１６玉島

玉島爪崎 爪崎公民館 毎週火曜日いきいき体操 13：00～14：30 町内の高齢者20 無料４１７玉島

喫茶店　川柳喫茶店 川柳
歌声喫茶 13：30～15：30 誰でも参加可能10 毎回500円４１８玉島

新倉敷駅前集会所 毎月
第１火曜日

毎月
第２・４月曜日

しんくら令和会 13：30～15：00 新倉敷駅前
の高齢者９ 無料４１９玉島

玉島八島 島地公会堂 毎月
第３木曜日島地ひまわり会 10：00～12：00 町内の高齢者20 内容によって集金４２０玉島

玉島八島 富田県営団地集会所 毎月
第１・３火曜日ピーチサロン 14：00～16：00 高齢者５～８ 無料４２１玉島

新倉敷
駅前

新倉敷
駅前



玉島八島 浜公民館 毎月
第４火曜日たんぽぽ 13：00～15：00 誰でも参加可能15 無料４２２玉島

玉島道越 畑ノ前公会堂 毎月
第１月曜日談笑会 10：00～15：30 町内の高齢者８ 無料４２３玉島

玉島道越 陽海山町内会
集会所

毎週火曜日
毎月

第２・４火曜日

ふれあいサロン
陽海山

10：00～11：00
（体操）
13：30～15：30
（サロン）

高齢者13 無料４２４玉島

玉島道口 代表者宅 毎月
第４金曜日サロン寺小屋 13：00～15：00 誰でも参加可能10 無料

内容によって集金４２５玉島

玉島道口 岸本会館 随時サロン　もも畑 13：30～15：30 近所の高齢者15 月会費100円４２６玉島

玉島富 栗山公会堂栗山どんぐり会 13：00～15：30 高齢者７ 月会費300円４２７玉島

玉島陶 カフェ陶 毎月
第２・４木曜日

毎週火曜日
毎月最終水曜日

カフェ陶 笑いヨガ 10：30～11：30 誰でも参加可能５ 毎回100円
内容によって集金４２８玉島

玉島陶 穂井田憩の家 毎月１回
（随時）

穂井田
ひだまりカフェ 10：00～12：00

未就学児
のいる親子
高齢者

30

毎回大人100円
１歳以上50円
０歳無料

内容によって集金

４２９玉島

玉島服部 弥高集会所 毎月
第３月曜日楽笑会 13：30～16：00 誰でも参加可能10 無料４３０玉島

船穂 船穂憩の家 毎月
第１・３火曜日

医療生協船穂支部
おしゃべりカフェ 10：00～11：30 高齢者12～13 無料４３１船穂

船穂 船穂公民館 毎月
第３金曜日船穂リハビリ友の会 13：30～15：30 船穂地区在住の

身体障がいのある方６～７ 無料４３２船穂

船穂 船穂公民館 毎月
第４金曜日船穂そよかぜの会 13：30～15：00 船穂地区在住の

精神障がいのある方10 無料４３３船穂

船穂 下鳥向
コミュニティハウス

毎月
第１火曜日元組・鳥向サロン 13：30～15：00 高齢者15～20 無料

内容によって集金４３４船穂

船穂 水門
コミュニティハウス

毎月
第３火曜日沖・水門サロン 13：30～15：00 高齢者14～15 無料

内容によって集金４３５船穂

船穂 船穂町高齢者
福祉センター

毎月
第３金曜日

高齢者福祉
センターサロン 13：30～15：00 高齢者５～６ 無料

内容によって集金４３６船穂

船穂 大舟尾
コミュニティハウス

毎月
第４月曜日大舟尾サロン 13：30～15：00 大舟尾地区

の高齢者15 無料
内容によって集金４３７船穂

船穂 一之丁公会堂 毎月
第４水曜日一之丁サロン 13：30～15：00 一之丁地区

の高齢者10 無料
内容によって集金４３８船穂

船穂 中新田公会堂 毎月
第４金曜日中新田サロン 13：30～15：00 高齢者16 無料

内容によって集金４３９船穂

船穂 中新田公会堂 毎月
第２火曜日コスモスクラブ 13：30～15：30 誰でも参加可能10 毎回100円４４０船穂

船穂 福島
コミュニティハウス

毎月
第１水曜日船福会 13：30～15：00 福島町内

の高齢者10 無料
内容によって集金４４１船穂

船穂 船穂北公民館 毎月
第２月曜日北公民館サロン 13：30～15：00 高齢者15 無料

内容によって集金

年会費1,200円
内容によって集金

４４２船穂

船穂 鶏尾公会堂 不定期鶏尾・田ノ内融和会 － 高齢者15～20４４３船穂

船穂 船穂公民館 毎月
第１火曜日

船穂にこにこ
ほっとサロン 10：00～11：30 船穂地区で未就

園児を持つ親子12～13 無料４４４船穂

船穂 北谷池北側広場 雨天・農繁期
を除く毎日

和合会
(北谷グラウンドゴルフ） 13：00～ 北谷地区の住民10 無料

内容によって集金４４５船穂



又串
コミュニティハウス

東畑
コミュニティハウス

毎月
第３月曜日又串サロン 13：30～15：00 又串地区

の高齢者10 年会費1,000円４４６船穂

柳井原 毎月
第２火曜日

柳井原
堅盤谷サロン 13：30～15：00 高齢者13 無料

内容によって集金４４７船穂

川辺 川辺分館 毎月第３月曜日
　　第３水曜日

かわべ小地域
支援の会 10：00～12：00 誰でも参加可能19 月会費100円

年会費300円４４８真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

真備

川辺 花田助産院 現在休止中
再開予定あり

子育てひろば
はなっこ －  乳幼児(～３歳）

を持つ親子－ －４４９

川辺 あるく 随時川辺復興プロジェクト
あるく － 真備町の住民５～70 無料

内容によって集金４５０

川辺 代表者宅サロン川辺村 － 川辺地区
の高齢者－ 無料

内容によって集金４５１

岡田 岡田分館 毎週金曜日

不定期

たけのこ 10：00～ 誰でも参加可能20 無料４５２

岡田 会員所有地 毎週
月・水・金曜日さわやかサロン岡田 8：30～ 岡田地区

の高齢者10～14 無料４５３

岡田 新町公会堂 毎月１回
不定期新町サロン 10：00～13：00 新町町内会

の高齢者13 毎回300円４５４

岡田 山の谷東公民館 不定期山の谷いきいきサロン
なかよし会 9：00～16：00 山の谷地区

の高齢者４～５ 無料
内容によって集金４５５

岡田 会員宅
（今後は岡田分館も検討） 不定期シルバー中町

いきいきサロン 10：00～12：00 中町の高齢者３～４ 無料
内容によって集金４５６

岡田 岡田分館 毎月
第３日曜日

岡田シニア倶楽部
歌声喫茶 13：30～15：30 誰でも参加可能100～150 毎回300円４５７

岡田 横溝正史疎開宅 毎月１回
不定期桜サロン 10：00～15：00 桜地区の高齢者10 無料

内容によって集金４５８

岡田 自宅 毎月
最終水曜日サロン新町南 13：00～15：30 新町南の住民

元新町南の住民25 毎回200円４５９

岡田 岡田分館 不定期憩いの場 － 岡田地区の住民80～100 無料４６０

辻田 辻田分館 毎月
第２水曜日はつらつ蒲池サロン 10：00～13：00 蒲池団地住民15 無料

内容によって集金

無料
内容によって集金

４６１

辻田 森公会堂 毎月
最終水曜日シルバー森 13：00～15：00 森地区の住民６～７４６２

辻田 ぶどうの家
BRANCH 毎日ぶどうの家

BRANCH 9：00～21：00 誰でも参加可能30 1グループにつき
３時間500円４６３

有井 上有井公民館 毎月
第２木曜日

上有井
いきいきサロン 9：00～12：00 上有井地区

の高齢者20 毎回200円
内容によって集金４６４

有井 有井中集会所 毎月１回
不定期

有井中
ふれあいサロン 10：00～12：00 町内の住民15 毎回200円

内容によって集金４６５

有井 下有井公民館 毎月
第３木曜日有井女子会 13：30～15：00 有井地区の女子30 毎回100円

内容によって集金

無料
内容によって集金

４６６

有井

有井

市場

市場

市場

まびくら 毎日まびくら 10：00～17：00 誰でも参加可能－４６７

まびシェアまびシェア 10：00～19：00 誰でも参加可能－ 無料
内容によって集金４６８

会員所有地 毎週火曜日

不定期

薗グラウンド
ゴルフ有志会

9：00～
（ただし夏期は8：30～） 薗地区の高齢者29 年会費

100円～200円４６９

別所公会堂 毎月
第４土曜日別所いきいきサロン 13：30～15：30 別所町内の60歳

以上の高齢者８～13 毎回100円４７０

代表者宅 不定期元気げんきサロン
田中 9：30～13：30 田中集落

の高齢者10 無料４７１

船穂町
水江



下二万
(箭田分)

市場 代表者宅(元店舗） 毎週水曜日いきいきサロン平山 13：00～17：00 平山団地
の高齢者５～７ 無料

内容によって集金４７２真備

市場 代表者宅(正蓮寺） 毎月
第３金曜日サロン・さがの 9：30～12：00 嵯峨野自治会

の高齢者12 無料４７３真備

市場 砂走公会堂 毎月不定期砂走さくら
いきいきサロン 10：00～11：30 砂走の高齢者10 毎回100円４７４真備

市場 薗分館 毎週火曜日薗運動グループ 9：45～11：30 薗地区の住民20 無料４７５真備

上二万 若葉台集会所 毎月
第２土曜日わかばサロン 10：00～12：00 若葉台地区の

住民と福祉委員30～35 毎回100円４７６真備

上二万 庄萱原公会堂 毎月
第１火曜日庄・萱原元気会 9：30～12：00 庄・萱原地区

の高齢者８ 毎回200円４７７真備

上二万 二万分館 毎月
最終土曜日

親睦の会「和」
　　　　 （なごみ） 13：30～16：00 二万地区・二万

仮設団地の住民25 無料
内容によって集金４７８真備

下二万 矢形東谷公会堂 毎月
第１火曜日

矢形東谷
いきいきサロン 10：00～13：00 矢形東谷地区

の高齢者25 毎回200円４７９真備

プラザ坪田 毎月
第３日曜日ほっとスペース 10：00～12：00頃 坪田地区の住民20 無料４８０真備

箭田 箭田分館 毎月不定期サロンわかくさ 9：00～

高齢者40

毎回100円
内容によって集金４８１真備

箭田 箭田分館 毎週土曜日タケノコいきいき百歳体操
＆タケノコサロン 13：30～16：00

箭田地区の
独居高齢者

20人
以上

毎回100円４８２真備

箭田 坪田スポーツ
広場等

毎週月・水・金曜日
（グラウンドゴルフ）
第１日曜日

（マレットゴルフ）
マレットサロン 8：30～11：30 誰でも参加可能20～30 無料

内容によって集金４８３真備

箭田 福原公会堂 毎月１回
木曜日福原サロン 10：00～12：00 福原地区

の高齢者14～15 毎回100円４８４真備

箭田 ライフタウンまび
１階

毎月最終
の月曜日

介護予防教室
＆サロン 10：00～12：00頃 高齢者30 無料４８５真備

箭田 サンサポ　コンテナ
（箭田幼稚園北側）

月曜日から
金曜日

サンサポート
おかやま 10：00～15：00 登録者は

誰でも参加可能－ 無料
内容によって集金４８６真備

箭田 代表者宅前 不定期ワイワイ
おしゃべり会 11：00～12：30 誰でも参加可能50 無料４８７真備

箭田 市営団地集会室 不定期市営団地お楽しみ会 10：00～12：00 市営箭田団地の方
近隣の方５ 無料４８８真備

箭田 岡工務店倉庫 土・日・祝真備洗浄カフェ 10：00～16：00 誰でも参加可能20 無料４８９真備

尾崎 黒宮団地集会所 不定期ひまわりサロン 13：30～15：30 黒宮団地の住民５ 内容によって集金４９０真備

尾崎 呉妹診療所 毎週
月・木曜日

呉妹長寿会グラウンドゴルフ
（前ピーチクラブサロン） 9：00～10：00 呉妹地区長寿会

会員など９ 無料４９１真備

尾崎 呉妹分館
小学校体育館など

毎月
第４火曜日呉妹を元気にする会 11：00～15：00 誰でも参加可能10 毎回100円４９２真備

尾崎 呉妹分館 毎週火曜日呉妹富士 9：30～11：00 呉妹学区
の高齢者20 無料４９３真備

妹 荒神様 毎月
第２金曜日妹山・川原谷女子会 9：30～11：30 妹山・川原谷

地区の高齢者８ 年会費500円４９４真備

服部 自宅 毎月
第２水曜日遠田ほっこり会 10：00～11：30頃 遠田地区の住民10 毎回100円

内容によって集金４９５真備

服部 服部分館 毎月
第２・４月曜日にこにこサロン 10：00～15：00 服部地区の住民28 毎回100円４９６真備



鶴形

老松町

大高
葦高
倉敷南

沖新町

酒津

中島

中島

中島

中島

粒江

粒江

黒崎

中庄

中庄

中庄

中庄

西坂

上東

下庄

栗坂

茶屋町

茶屋町

東塚

東塚

福田町
古新田

水島
東千鳥町

水島
青葉町

水島
南亀島町

連島町
西之浦

連島町
鶴新田

ケアハウスつるがた 毎週
月・水曜日「食」と「買い物」事業 10：30～14：30 東・万寿・万寿東

菅生小の住民12～13 毎回550円１ 倉敷

倉敷在宅総合
ケアセンター１階

毎月
第１日曜日おいまつカフェ 10：00～12：00 誰でも参加可能20 毎回100円２ 倉敷

庭先・店舗・公園等ちょっとそこまで 応相談
大高・葦高・倉敷南
小学校区の高齢者等－ 無料３ 倉敷

倉敷南公民館

随時

かふぇの間 13：00～16：00 認知症の方
及びその家族－ 毎回100円４ 倉敷

中洲憩の家

毎月
第２火曜日

喫茶おれんじ 13：30～15：30 認知症の方及び
その家族、地域の方20 毎回100円５ 倉敷

誠和会在宅センター

毎月
第３木曜日

おしゃべりカフェ
オレンジ 14：30～16：00 高齢者及び

その家族30 無料６ 倉敷

福寿荘１階
大ホール

毎月
第２木曜日

医療法人誠和会
健康づくり教室 13：30～14：30 誰でも参加可能

(会員登録必要)40 無料７ 倉敷

誠和会在宅センター

毎月
第４木曜日

せいわ
いきいきサロン 14：30～15：30 誰でも参加可能30 無料８ 倉敷

ますみ荘
ボランティア室

毎月
第１・３木曜日

ますみ荘介護予防
交流サロン 9：30～15：30 誰でも参加可能－ 無料９ 倉敷

浮洲園セミ
パブリックスペース

不定期
(希望に応じて随時)

ウキ活！ 14：30～15：30 高齢者15 無料１０ 倉敷

うきうき館

毎月
第２・４火曜日

うきうき
オレンジカフェ 11：00～14：00 認知症の方

及びその家族５～６ 無料
内容によって集金１１ 倉敷

安住クリニック２F

毎月
第２・４月曜日

ディカフェすずらん 9：30～16：00 誰でも参加可能10 内容によって集金１２ 倉敷

ボランティアハウス
どまんなか

毎週月曜日

げんき食堂 10：30～14：00 中庄の小学生と
ボランティア20 無料１３ 倉敷

倉敷スイートホスピタル
 ５階 スイートホール

毎月
第４日曜日

いきいき健康教室 14：00～15：00 誰でも参加可能25 無料１４ 倉敷

そうごう薬局中庄店

毎月
第３日曜日

健康測定会 14：00～17：00 誰でも参加可能10 無料１５ 倉敷

倉敷スイートタウン内
カフェドゥシュクレ

毎月
第４日曜日

スイート
オレンジカフェ 14：00～16：00 認知症の方

及びその家族20

13：00～15：30 12～13

無料１６ 倉敷

NPO法人
工房かたつむり

毎月
第４水曜日

グループかたつむり 誰でも参加可能 無料１７ 倉敷

やま幸デイサービス
センター上東の家

毎週金曜日

オレンジカフェ 高齢者 毎回100円
内容によって集金１８ 倉敷

サンライフ倉敷
５Ｆ多目的ホール

年２回

ひまわり健康教室
ひまわりカフェ 誰でも参加可能 無料１９ 倉敷

ひろば栗の家２階 毎月
第２・４火曜日

毎月
第１・３木曜日

ひろば栗の家 誰でも参加可能 無料
１階カフェは有料２０ 倉敷

創心會
リハケアタウン東館

奇数月
第２土曜日Chayaの市 誰でも参加可能 無料

子ども食堂は有料２１ 倉敷

リハビリ倶楽部
茶屋町交流スペース

毎月
第２土曜日かわいい鬼カフェ 認知症に関心

のある方 毎回300円２２ 倉敷

そうごう薬局
東塚店

毎月
第３土曜日

そうごう薬局イキイキ
健康教室　東塚店 誰でも参加可能 無料２３ 水島

和光園敷地内
元保育所

毎月
第３月曜日

ほっとオレンジ
カフェin福田 誰でも参加可能

－ 10

15：30～16：30 10～15

10：00～12：00 15～18

10：00～14：00 100

10：00～14：00 ５

13：00～14：00 10

10：30～12：00 10

12：00～16：30 －

無料２４ 水島

デイサービスセンター
みどりのかぜ

デイサービスセンター
みどりのかぜ 乳幼児と親 内容によって集金２５ 水島

ケアハウスちどりちどり
オレンジカフェ 14：00～15：00 誰でも参加可能20 無料２６ 水島

そうごう薬局
水島中央店

月１～２回

そうごう薬局イキイキ
健康教室　水島中央店 13：30～14：30 誰でも参加可能10 無料２７ 水島

旧亀島デイサービス

毎月
第４金曜日

かめの子サロン 14：00～15：00 誰でも参加可能10 無料２８ 水島

西浦ふれあい会館 毎月
第２金曜日

毎月
第１木曜日

毎月
第３日曜日

西之浦ほっと
オレンジカフェ 10：00～11：30 誰でも参加可能20～30 無料

内容によって集金２９ 水島

地域密着型特別養護
老人ホームめばえ

年５～６回
第２水曜日めばえ座学 18：00～19：00 誰でも参加可能10 無料３０ 水島



そうごう薬局
南春日店

月２回金曜日
と土曜日
の不定期

そうごう薬局イキイキ
健康教室　南春日店

9：00～19：00
（金曜日）
15：00～16：00
（土曜日）

誰でも参加可能20 無料３１ 水島

児島味野
百ちゃん本舗
おぎの ２階
フリースペース

毎週
火・木曜日百ちゃん本舗おぎの

午前の部
10：00～11：30
午後の部
14：00～15：30

誰でも参加可能10 毎回100円３２ 児島

児島通生

玉島

林

玉島上成

玉島乙島

玉島柏台

玉島勇崎

船穂

船穂

船穂

川辺

岡田

岡田

岡田

岡田

岡田

二万

箭田

箭田

尾崎

尾崎

　P.P.P.ブラヴィッシモ！
通生内

毎月
第２木曜日Ｐカフェ！通生 10：00～12：00 誰でも参加可能15 毎回200円３３ 児島

そうごう薬局
児島店

毎月
第３木曜日

そうごう薬局
児島店 14：30～15：30 誰でも参加可能10 無料３４ 児島

シーホーム向日葵 毎月
第２土曜日ひまわりサロン 13：30～15：00 高齢者20 無料３５ 児島

王子脳神経外科医院 毎週木曜日にじいろ健幸教室 9：30～11：00 誰でも参加可能20 毎回500円３６ 児島

王慈園交流
スペース 毎週木曜日いきいきカフェin児島

郷トレ塾

11：30～14：00 誰でも参加可能50 内容によって集金３７ 児島

特別養護老人ホーム
碧山荘

毎月
第３金曜日

オレンジカフェ 
あいの泉

10：00～11：30 誰でも参加可能15 無料３８ 児島

ケアハウスあいの泉 毎月
第３水曜日

たまたまオレンジ
カフェいづみ

14：00～15：00 高齢者30～40 無料３９ 玉島

いづみ荘 毎月
第３木曜日

生涯現役富田クラブ

14：00～16：00 誰でも参加可能10 無料４０ 玉島

玉島市民交流
センター

毎月
第３水曜日

つどいカフェ

14：00～15：00 誰でも参加可能
(要予約)40 無料４１ 玉島

秀明荘１Ｆ地域交流
スペースつどい

毎月
第２土曜日

イキイキ健康教室

10：30～12：00 誰でも参加可能25～30 無料４２ 玉島

そうごう薬局
新倉敷店

毎月第３か
第４土曜日

ひだまりカフェ

15：00～16：00 誰でも参加可能10～15 無料４３ 玉島

地域密着型デイ
サービスのぞみ

毎月
第３金曜日

認知症予防塾
あすなろcafe

13：30～15：00 近隣の住民13 200円４４ 玉島

柏台デイサービス
センター

６月～３月の
第３土曜日

あすなろ
“ほっと”cafe

10：30～13：00 誰でも参加可能25 月会費500円
(ランチ代)４５ 玉島

あすなろテラス 隔月で開催

菓々子（かかし）

14：00～15：00 誰でも参加可能17～18 無料４６ 玉島

ぶどうの家
交流スペース

毎週月曜日
～金曜日

茶々遊亭
（ちゃあちゃあゆうてい）

14：30～17：30 誰でも参加可能20～30 駄菓子購入費４７ 船穂

ぶどうの家
交流スペース

毎月
第２・４土曜日

ふなおオレンジカフェ

11：00～14：00 誰でも参加可能10～15 毎回500円４８ 船穂

船穂町高齢者
福祉センター

毎月
第２金曜日

真備地域生活支援
センター　サロン

13：30～15：30 認知症の方及び
その家族・ボランティア12～13 毎回100円４９ 船穂

真備地域生活
支援センター

月曜日～金曜日
(祝日含む）

介護予防教室

9：00～17：30 誰でも参加可能(障害をお
 持ちの方とその家族優先）５ 無料

内容によって集金５０ 真備

岡田分館 毎月
第２金曜日

みそ汁ごはんの会

10：00～11：00 高齢者25 無料５１ 真備

ぶどうの家
BRANCH
ぶどうの家
BRANCH
ぶどうの家
BRANCH
ぶどうの家
BRANCH

毎週木曜日

ぐいまび

11：00～ 誰でも参加可能10 200円～1,000円５２ 真備

毎月
第４木曜日

真備女子会

18：30～ 誰でも参加可能20 毎回500円５３ 真備

毎月
第３金曜日

縫い真備

12：00～ 誰でも参加可能30 毎回500円５４ 真備

毎週木曜日 10：00～ 誰でも参加可能５～６ 無料５５ 真備

二万分館 毎月
第３火曜日介護予防教室（二万） 10：30～11：30 高齢者20 無料５６ 真備

－ 毎月
第４月曜日介護予防教室（箭田） 10：00～11：00 高齢者30 無料５７ 真備

天満屋ハピーズ
真備店 毎週金曜日フレまび 11：00～14：00 高齢者５～６ 毎回100円５８ 真備

そーる訪問看護
ステーション
そーる訪問看護
ステーション

毎週日曜日エンリッチカフェ 9：30～12：00 誰でも参加可能30 毎回100円５９ 真備

毎月
第３水曜日防災ばぁ 18：00～ 真備在住・真備

で被災された方15 毎回300円６０ 真備

水島
南春日町

児島
稗田町

児島
田の口

児島
下の町

児島
下の町

玉島
阿賀崎

玉島
阿賀崎

玉島
中央町
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『通いの場』の情報を集めましょう『通いの場』の情報を集めましょう

『通いの場』を開設したい『通いの場』を開設したい『通いの場』を開設したい
身近な地域の人たちが集まって、楽しくしゃべって、笑い合う。困った
ときには助け合い、お互いの暮らしを気にかける。そんな場所をみん
なでつくってみませんか。

11
サロンなどをすでに行っている運営者の方に『通いの場』の立ち上げについて教えてもらう
のもいいでしょう。サロンを行っている人やこれから始めたい人たちの情報交換の場「サロン
交流会」も各地区で開催しています。
また、市健康長寿課、市社会福祉協議会、高齢者支援センターなどは地域の『通いの場』の
支援を行っていますので説明や運営についての情報提供ができます。　（42ページ以降参照）

呼びかけをして仲間を集めましょう呼びかけをして仲間を集めましょう22
お世話好きな人・地域のことをよく知っている人・気心の
知れている人・地域の盛り上げ役・相談役や見守り役など、
そんな人材（人財）がご近所には、たくさんいるはずです。
友達や、地域の仲間、民生委員、自治会、老人クラブなど、
気軽にこれからやりたいこと、地域に必要なことを話して、
参加を呼びかけてみましょう。

どんな『通いの場』にするか
みんなで話し合いましょう
どんな『通いの場』にするか
みんなで話し合いましょう

33
運営の仲間が集まってきたら、次はこれから目指す私たち
の『通いの場』をどのようなものにしていくのか、みんなで話
し合いましょう。
定期的に集まっておしゃべりをするだけでも楽しいもので
すが、そこに体操を取り入れてみたり、季節に応じたイベン
トを開催したり、食事を作って食べたり、それぞれの『通い
の場』に応じた工夫や特色があった方が、みんなの愛着が深
まります。
『通いの場』はみんなが「参加者」ですが、やりたいことを
提案したり、自分が得意な分野では、教える側に回ったり、
みんなが「運営者」であり「主役」でもあります。
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６．『通いの場』を開設したい

サロン設立！
「無理なく」・「みんなで」・「いつまでも」を目指しましょう
サロン設立！
「無理なく」・「みんなで」・「いつまでも」を目指しましょう

66
【運営】　一人が頑張り過ぎず、上手な役割分担を心がけましょう。

会場の準備や、内容の企画など、一人だけで頑張り過ぎるとどこかで、息切れをして
しまうかも・・・。『通いの場』はみんなが主役で、みんなが裏方！
『通いの場』にあまり参加しない印象の男性だって、しっかりと役割があれば積極的
に参加してくれるかも。そんな良い雰囲気が続くことで、「これくらいなら私もできる
かな？」と新しい担い手や後継者が自然と集うのが理想です。

【資金】　会場使用料・お茶やお菓子代・事務用品など、『通いの場』にもお金は必要！
運営を支援する市の助成金制度を利用しているところもあれば、毎回
参加者が100円～300円程度の参加費を出しているところもあります。

集まる場所を決めましょう集まる場所を決めましょう44
『通いの場』の会場はどこにしましょうか？
地域の集会所や公的機関の部屋を会場とすることが多いですが、個人宅や
空き店舗、カラオケボックス、スーパーのフードコートなど集う場所も様々です。
なかには、「別に建物がなくても、座れるベンチと日影があれば、それで
十分交流の場になる」とおっしゃる声もありました。

開催日を決めましょう開催日を決めましょう55
『通いの場』の開催日は「毎月第〇の△曜日」のように、定
例化していることが多いです。
定期的に開催をすることで、「『通いの場』が生活リズムの
一部になる」「先の開催日までわかるので、会場の予約がし
やすい」などのメリットがあります。
近頃は、毎週や週に数回開催する『通いの場』も増えてきて
いて、地域の居場所づくりがさらに活発になってきています。

「ガーデンタウン
　　児島スマイル」　
代表　喜多清子さん

「ガーデンタウン
　　児島スマイル」　
代表　喜多清子さん

「通いの場」　

はじめました！

「自分の近所でもサロン
をやってみたい」と思った
キッカケは他のサロンへ
の参加でした。偶然その
場に居合わせた生活支援
コーディネーターとの出
会いも重なり、まさに出
会いの場となりました。

近所に声掛けを行
うことで、固定メン
バーも増加！他の地
域の事例を参考にし
ながら全員が主体と
なり、考え、悩み、
意見を出し合いなが
ら企画を考えました。

1

2

3

4

サロン名が
決定！いつも
笑顔が絶えな
い場所にぴっ
たりな名前と
なりました！

体操やアロマ、薬
剤師さん、高齢者支
援センターなど、多
くの方が協力者とし
て訪れる居場所とな
りました。
これからもみんな
一緒に笑顔で頑張り
たいと思います！

No.294



42

●通いの場の取材・情報発信
●通いの場の開設・運営についての相談・助言

社会福祉協議会に配置された生活支援コーディ
ネーターを中心に、地域の『通いの場』の実施把握
を行うとともに、市内の様々な地域の活動の情報
発信や、活動について相談や助言をおこないます。

●教室開催の相談
介護予防教室や転倒骨折予防教室、栄養改善教室、介護方法、
介護者の健康づくりなどの家族介護教室をおこないます。
地域の『通いの場』に出向いての講座もご相談ください！

●『通いの場』に関する相談・助言
倉敷市では、介護・保健・医療・福祉に関する総合的な支援を
行う拠点として、市内に25か所の「高齢者支援センター」と３か所
の「高齢者支援サブセンター」を設置しています。

●市民活動団体等の情報提供
●地域の課題解決応援ブックのデータ提供

コミュニティ協議会をはじめとする、各種団
体の活動等の情報発信や、地域支え合い活動（地
域づくり）について相談や助言をおこないます。

『通いの場』の設立と運営を応援します！『通いの場』の設立と運営を応援します！『通いの場』の設立と運営を応援します！
『通いの場』の運営で、手伝ってほしいことや困っていることはありませんか？
関係機関が『通いの場』を応援します！ご相談ご活用ください！

☎：倉敷市社会福祉協議会
地 域 福 祉 課：
倉敷ボランティアセンター：
水 島 事 務 所：
児 島 事 務 所：
玉 島 事 務 所：
船穂福祉センター：
真 備 事 務 所：

　
０８６－４３４－３３０１
０８６－４３４－３３５０
０８６－４４６－１９００
０８６－４７３－１１２８
０８６－５２２－８１３７
０８６－５５２－５２００
０８６－６９８－４８８３

活動について相談したい活動について相談したい活動について相談したい11

☎：倉敷市市民活動推進課
０８６－４２６－３１０７

●スポーツ活動に関する相談
●スポーツ活動サポートセンター【通称：Spo（スポ）サポ】
スポーツ教室やイベントの開催、ニュース

ポーツ用具の貸出、スポーツ情報の提供など、
様々な事業の実施とスポーツ活動に関する
相談窓口を設けています。
●地域健康スポーツ教室
市内各地域にて、ニュースポーツの体験や
ラジオ体操等の教室を開催しています。

☎：Ｓｐｏサポ倉敷
０８６－４３４－３４１０

☎：高齢者支援センター

倉敷中部 086－430－6703
倉敷南 086－420－1355
老松・中洲 086－427－1191
大高 086－427－8811
倉敷西 086－466－3156
帯江・豊洲 086－429－2714
中庄 086－461－2357
天城・茶屋町 086－428－1661
庄北 086－461－0085
倉敷北 086－463－7760

センター名 電　話

水島 086－446－6511
福田 086－455－5132
連島 086－444－3200
琴浦 086－473－9001
児島中部 086－473－0847
児島西 086－472－0221
赤崎 086－472－2941
下津井 086－479－8271
郷内 086－470－2005
玉島東 086－523－6235

センター名 電　話

玉島中部 086－523－5322
玉島南 086－528－3266
玉島北 086－525－1339
船穂 086－552－9005
真備 086－698－5999

センター名 電　話

倉敷北部
（サブセンター） 086－462－0020
福田
（サブセンター） 086－450－1188
連島南
（サブセンター） 086－440－0708
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●ふれあいサロン活動への助成
地域の閉じこもりがちな高齢者が談話会や健
康づくりなどの活動を通じて社会参加や介護予
防に寄与する活動へ助成を行っています。

【助成対象】
●閉じこもりがちな概ね60歳以上の高齢者が
３人以上集うサロン

【助成額】
●基本額：年間 30,000円（上限）
※多世代交流・多人数参加（20名以上）・毎週開催
の条件を満たす場合、各10,000円（上限）の
加算があります。

●認知症カフェへの助成
認知症カフェは、認知機能の低下した人や家族、
専門家、地域の人などが気軽に集い、情報交換
や相互交流等ができる『通いの場』のことです。

【助成対象】
●開催場所が市内にあり、かつ、10人以上が
活動できるスペースがある。

●毎月１回以上実施し、認知症の人と家族、
地域住民、専門家が参加できるものである。

●おおむね市内に居住する認知症の人とその
家族を対象とする。

【助成額】
●１団体につき、１年度当たり50,000円まで
助成。

※助成対象経費の合計額から利用者負担金等
収入金額を控除した額の２分の１以内の額。

※広報活動を支援する登録制度あり（助成なし）。
年に数回の実施の場合等も登録可。

●地域福祉基金による助成
市では地域福祉基金を創設し、ボランティア
団体が、高齢者、障がい者、子育て中の親子な
どに対して行う保健福祉に関わる活動を助成し
ています。

▲くらしき子育てネットワークはぴぱる

【助成対象】
●市内に活動拠点を置くボランティア団体又は
NPO法人で、新規の事業活動を行おうとする
もの（申請年度の４月１日において、新規事業
の開始から１年以内のもの）

●委員会が特に適当と認める団体

【助成対象事業】
●在宅福祉の普及又は向上に関する事業
（介護教室、訪問家事、給食・料理サービス、
外出支援、友愛訪問など）

●健康づくり、生きがいづくり、自立支援及び
社会参加の推進に関する事業
（健康・生きがい・子育て支援などに関する
講座・集い、情報誌の作成など）

●ボランティア活動の活性化に関する事業
（研修会、調査研究活動など）
●その他、委員会が特に適当と認めるもの

【助成期間】
３年以内

【助成額】
年数ごとの助成限度額
●１年目：100,000円
●２年目： 75,000円
●３年目： 50,000円

７．『通いの場』の設立と運営を応援します！

☎：倉敷市保健福祉推進課
０８６－４２６－３３０３

☎：倉敷市地域包括ケア推進室
０８６－４２６－３４１７

活動資金について相談したい活動資金について相談したい活動資金について相談したい22

▼

オレンジリング犬　笑ちゃん
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●出前講座
市民の自主的な生涯学習活動を支援し、学習機会の充実を図るため、市役所の業務を学習メニューと
して取りそろえ、市職員が講師として地域に出向いて講座を行っています。

７．『通いの場』の設立と運営を応援します！

☎：倉敷市生涯学習課　０８６－４２６－３８４５

●施設の設置費・管理費の補助
●地域集会所設置費補助（修繕費含む）
※町内会や自治会を通じて申請してください。
●校区集会所設置費補助（修繕費含む）
※コミュニティ協議会を通じて申請してください。
●校区集会所管理費等補助
（コミュニティ協議会が対象）

●市民企画提案事業
●地域の身近な課題を解決するため、市民活動
団体の皆さんと市とが一緒になって実施する協
働事業や、市民活動団体のみなさんが単独で
実施する公益的な自主事業を募集しています。

●『通いの場』を運営する場合の補助
ふれあいサロンや認知症カフェなどを含む、
地域支え合い活動（地域づくり）への補助を行っ
ています。

【補助割合】
補助対象経費の２分の１以内
（利用者負担金等の収入を控除しません）

【世帯割区分補助】
小学校区の世帯数に応じて、
年間 100,000円～ 650,000円（上限）

【課題解決区分補助】
年間 600,000円（上限）
※コミュニティ協議会を通じて申請してください。

☎：倉敷市市民活動推進課　０８６－４２６－３１０７

講座名 担当課

救急法講習会 各消防署

絵本の読み聞かせなど 各図書館

防災センター（施設見学） 倉敷消防署

火災予防講座 各消防署

署見学・消防車見学 各消防署

避難訓練 各消防署

私だけは大丈夫！？
悪質商法撃退法 消費生活センター

家庭ごみの正しい出し方
５種14分別 各環境センター

自主防災組織について 防災推進課

クルクルセンター（施設見学） クルクルセンター

講座名 担当課

企業人権啓発 労働政策課

「歯っする歯育て」（子ども編） 健康づくり課

介護保険制度について 介護保険課

学校支援は地域支援
ひらく学校つながる地域 生涯学習課

その日のために知っておこう
認知症

各保健推進室
健康づくり課
保健課

図書館の利用について 各図書館

目指せ健康くらしき２１
実践の達人！
生活習慣病を予防しよう

各保健推進室
健康づくり課
保健課

おとなのための「食べること」 健康づくり課

「お口の健康講座」（大人編） 健康づくり課

★出前講座の一部を紹介

もっと学びたいもっと学びたいもっと学びたい33
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７．『通いの場』の設立と運営を応援します！

●くらしき健康応援団講座
～健康への道～

出張型健康講座を無料で開催します。
今日から活かせる健康づくりのコツを
中心に、筋トレなどの実践も取り入れ
ながら行います。おおむね10人以上
のグループが対象です。
受講された方にはステキな健康グッ
ズと認定証を差し上げます！

●くらしき　まち歩き　さと歩きマップ
愛育委員会や地域の人たちと協力して、市内５５地区

（令和２年３月末時点）のウォーキングマップを作成して
います。
ウォーキングを
しながら、史跡や
名所など地域のよ
さを再発見できる
楽しいマップです。
みなさんでマッ
プを使ってウォーキングをしてみませんか？
＜マップ配布場所＞●市保健所健康づくり課、水島・

児島・玉島・真備の各保健推進室
●市役所総合案内、庄・茶屋町・
船穂支所、ライフパーク倉敷・
市内公民館等

☎：倉敷市保健所　健康づくり課　０８６－４３４－９８２０

☎：倉敷市シルバー人材センター　０８６－４２６－３３１８

　☎：Ｓｐｏサポ倉敷　０８６－４３４－３４１０　〔（公財）倉敷市スポーツ振興協会〕

競技名 競技内容

※貸出用具の一例

●ニュースポーツ用具の貸出
スポーツ振興協会では、地域の団体等を対象にニュースポーツ用具の貸出しを行っています。
『ニュースポーツ』とはその場で集まって、誰でも簡単にできる，軽スポーツのことです。
例えば・・・地域のイベントで使用したい！体験交流として行いたい！
など・・・まずはお電話でお問い合わせください。

●シルバー人材センター講習会（令和元年度21種類）
調理、美容、朗読、接遇マナー、スマホ、筆耕、剪定、草刈など（参加費は無料、会員及び市民の参加可能）

活動の手助けをしてほしい活動の手助けをしてほしい活動の手助けをしてほしい44

健康づくりメニューの活用

「健康くらしき21・Ⅱ」
～みんなでつくろう
元気なくらしき～

囲碁ボール スティックでボールを打ち、碁盤になった人工芝マットに
ボールを並べて得点を競う競技。

カローリング カーリングの要領で、ローラーのついた円盤をポイント
ゾーン内に走らせ、得点を競います。

キンボール 直径122センチほどの大きなボールを、コートの中で落とさ
ないようサーブやレシーブをして得点を競います。

ディスコン
チームに分かれて、赤と青の表裏異色の円盤をポイントに
向けてそれぞれのチームが投げ、よりポイントの近いところ
に投げられるかを競います。

▲キンボール

▲ディスコン
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●シルバー人材センターの
ボランティア活動
依頼によってボランティアグループが、サ
ロンや介護施設を訪問いたします。
内容は、新舞踊・傘踊り・銭太鼓・玉すだ
れ・どじょうすくい等（無料）

●家事援助サービス
市内の一般家庭に家事援助として、掃除・
洗濯・買い物・炊事・ゴミ出しなどのご要望
に応じて会員を派遣します。
（一人１時間1,012円）

病院への付き添いもしています。行き帰り
については、会員の自家用車は利用できま
せんのでタクシーをご利用いただきますが、
病院での待ち合わせも可能ですので、ご相談
ください。
（一人１時間1,012円）

１回１時間以内で完了する急ぎで簡単な作
業については、レンジャー隊として迅速な対
応でサポートします。たとえば、水道のパッ
キンの交換や電球の交換など。１か月に何度
でも利用できます。
（一人１回1,200円）

約２時間程度で完成する小物作品の作成に
ついて、サロンや介護施設などへ手芸の講師
として派遣することもできます。
（一人１時間880円と材料代実費必要）

●スポーツ推進委員
スポーツ推進委員は、倉敷市のスポーツ推
進のためにスポーツの実技指導や助言を行う、
市から委嘱を受けた職員です。
軽スポーツやレクリエーション、体操等、
運動関係の活動を実施する際、要望に応じて
委員を派遣しますので、ご検討の際には、
ぜひお気軽にご相談ください。

▲スポーツ推進委員さんは、サロン交流会でも大活躍でした。

７．『通いの場』の設立と運営を応援します！

☎：倉敷市スポーツ振興課
０８６－４２６－３８５５

●ボランティアの調整
ボランティアセンターにて、ボランティア
の受付・登録・マッチングを行います。
活動分野も、福祉分野だけでなく環境や教
育・国際交流など多様なボランティア活動の
要望にお応えできるように、様々な活動に取
り組んでいます。

☎：倉敷ボランティアセンター
０８６－４３４－３３５０

☎：倉敷市シルバー人材センター
０８６－４２６－３３１８
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●多様な通いの場
づくり

●一人暮らしや
高齢者への
安否確認

●サロン交流会の実施
『通いの場』の運営者や協力者、新たに『通いの場』を立ち上げたい方等を対象にサロン交流会を開催し
ます。日頃の活動の情報を交換し、今後の活動のヒントや新しいつながりを持ち帰っていただけるよう
毎年企画・実施しています。

７．『通いの場』の設立と運営を応援します！

●教室開催の相談
老人クラブ連合会は、クラブ会員以外の方にも参加していただける事業を開催しています。
あなたも仲間と一緒に健康長寿を目指しませんか！

その他にも、クラブ会員は、サークル活動や親睦旅行、ボランティア活動などを通じて、住み慣れた
地域で仲間と共に健康で楽しく心ゆたかに暮らせるように様々な活動を行っています。
60歳以上のみなさん、仲間づくりの扉をノックしてみませんか？

参加したい参加したい参加したい55

☎：倉敷市社会福祉協議会
地域福祉課：０８６－４３４－３３０１　　　　倉敷ボランティアセンター：０８６－４３４－３３５０
水島事務所：０８６－４４６－１９００　　　　児 島 事 務 所：０８６－４７３－１１２８
玉島事務所：０８６－５２２－８１３７　　　　船 穂 福 祉 セ ン タ ー：０８６－５５２－５２００
真備事務所：０８６－６９８－４８８３

活動発表 手芸等の作品展示 情報交換会

１
健康と予防活動

２
友愛活動

３
奉仕活動

仲間づくりで
「健康長寿」

を実現

仲間づくりで
「健康長寿」

を実現

仲間づくりで
「健康長寿」

を実現

●グラウンドゴルフ・百歳体操・ウォーキング
・卓球・ボウリング

●趣味・サークル活動・おしゃべり会・旅行
●料理教室・栄養改善でフレイル（虚弱）予防

●地域の子ども見守りパトロール
活動

●世代間交流
（保育園・幼稚園・小中学校）
●公共施設の環境整備

☎：倉敷市老人クラブ連合会　０８６－４２７－４３１２



48

●ボランティア保険
活動中のもしもの事故などに備えて、社会福祉
協議会が窓口となる２つの保険があります。

●ボランティア行事用保険：
『通いの場』の行事（１日ずつ）に対して加入する
保険。行事に参加する人のけがを補償する保険。
●ボランティア活動保険：
ボランティア活動中の様々な事故によるけがや
損害賠償責任を補償する保険。
『通いの場』の運営に携わるボランティアごと
に加入。加入手続き完了日から年度末の３月31
日までが、保険適用期間。

「年齢を重ねても、
住み慣れた地域で
元気で活躍を続けたい」
そんな元気な地域づくり
を応援するためには、関係
機関もまた、ネットワーク
を構築しながらそれぞれの
得意分野を発揮しながら地
域に寄り添い続ける必要が
あります。
高齢者活躍推進地域づく
りネットワーク会議はその
ような支え合いの仕組みづ
くりを倉敷市域で検討・協
議しながら、様々な活動を
通してもっと支え合いの輪
を広げていきます！

７．『通いの場』の設立と運営を応援します！

もしものときに備えたいもしものときに備えたいもしものときに備えたい66 ●スポーツ安全保険
スポーツ活動、文化活動、レクリエー
ション活動、ボランティア活動、地域
活動等を行う４名以上の団体・グルー
プが、加入できます。

●加入者個人のけがの補償
●加入者個人の賠償責任の補償
●突然死葬祭費用補償
※倉敷市スポーツ
振興課に加入
依頼書を設置
しています。

☎：公益財団法人
スポーツ安全協会岡山県支部
０８６－２０１－３８１１☎：倉敷市社会福祉協議会　各事務所

元気な地域を一緒に考えるチーム
高齢者活躍推進地域づくりネットワーク会議
元気な地域を一緒に考えるチーム
高齢者活躍推進地域づくりネットワーク会議

このガイドブックは

私たちが作りました！

どんな活動をしているの？

１．地域づくりの活動に取り組みます。
●通いの場ガイドブックや事例集の作成
●支え合いのまちづくりフォーラム
●サロン交流会　等

２．新しい支援体制を構築します。
３．既存の支援・新たな支援を各所属で連携しながら応援します。

高齢者
支援センター

生活支援
コーディネーター

老人クラブ

シルバー
人材センター

社会福祉
協議会

事務局
健康長寿課

地域包括ケア推進室

市担当課
　市民活動推進課・健康づくり課・（　　生涯学習課・スポーツ振興課）

高齢者活躍推進地域づくり
ネットワーク会議

高齢者活躍推進地域づくり
ネットワーク会議
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連絡先：〒710-8565　倉敷市西中新田640番地
　　　　☎ 086-426-3417　FAX：086-422-2016
メール：wlfgsc@city.kurashiki.okayama.jp
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メール：kurasyakyo@kurashikisyakyo.or.jp
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「毎日がかようび」
通いの場
かよ

ガイドブック第二版

ガイドブックを手にとっていただきありがとうございます。
　これを手にとっていただいたあなたは、すでに地域づくりの第一歩を踏み出しています！

一緒に『通いの場』と地域をもりあげていきましょう。



人と情報をつなぐ

人と活躍の場をつなぐ

意識をつなぐ・心をつなぐ

人と人をつなぐ

人と居場所をつなぐ

人と支援をつなぐ

生活支援コーディネーターがつなぎます！生活支援コーディネーターがつなぎます！生活支援コーディネーターがつなぎます！
人と人・人と情報・人と居場所・人と活躍・人と支援
支え合いの意識とこころをつなぎ、もっともっと地域のそばへ！

生活支援コーディネーターは
「お節介」と「安請け合い」で
元気な地域づくりをしっかり応援する職員です！
※生活支援コーディネーター 左から：松本、山本、松岡、水野、阪本

「通いの場」に「参加したい」
「つくりたい」「ちょっと教えて」は
私たちにお任せください！

「通いの場」に「参加したい」
「つくりたい」「ちょっと教えて」は
私たちにお任せください！

　
　
活躍

「したい」
「できる」を
活躍へ

情報情報を広
く

詳しく発信
！

　場
　　　　　場
居場所づくり
作戦会議の場
を応援！

人と情報をつなぐ

人と活躍の場をつなぐ

生活支援コーディネーターがつなぐもの

生活支援コーディネーターをご存知
ですか？
生活支援コーディネーターは、別名
「地域支え合い推進員」とも呼ばれ、
一人ひとりの元気な暮らし、支え合
いの地域づくりを住民や関係機関と
一緒になって推進する「つなぐ専門職」
です。

私たちの暮らす地域には、住民同士
のつながりや関係性から生まれた、
たくさんのお互いさまが存在し、暮
らしの場に応じた「手づくりの支え
合い」がたくさんあります。

地域の宝物である、人や文化や既存
の取組を教えていただきながら、地
域の一員として、「支え合いの地域
づくり」を応援してまいります。

生活支援コーディネーターは
社会福祉協議会に配置されています
☎：倉敷市社会福祉協議会
０８６－４３４－３３０１意識をつなぐ・心をつなぐ

人と人をつなぐ

人と居場所をつなぐ

人と支援をつなぐ


