区内には１９の校下社会福祉協議会があり、
住民のみなさんが住み慣れた地域でいきいきと
暮らせるよう、さまざまな活動に取り組んでいます。

北鶴橋 老人憩の家 TEL6712－9909
ふれあい喫茶

きたつる
第３土曜日 12:30～14:30
食事サービス
月２回 金曜日
12:00～13：00
（北鶴橋振興会館 配食）
※詳しくは会館へお問合せください
ｻﾛﾝあすなろ 月２回 月曜日 12:00～15:00
子育て よいこクラブ
第１水曜日
10:30～11:45
（1 月・5 月は休み）

御幸森

会

館

TEL6711－5600

ふれあい喫茶

第２水曜 11:30～13:00

食事サービス

第３火曜日
配食 10:30～
会食 12:00～13:00

子育てサロン

にこにこクラブ
第３水曜日 10:30～12:00
（8 月は休み）

鶴 橋 会 館
ふれあい喫茶

TEL6712－9616

第３水曜日 14:00～16:00

ミニのつどい 毎週火～金 13:00～16:00
歌声教室
第２木曜日 13:30～15：00
子育て 鶴橋えがおクラブ
第１金曜日 10:00～12:00
いきいき百歳体操「つるの子広場」
毎週月曜日 13:30～・14:30～

勝 山

会 館

喫茶サロン
食 事 サービス

TEL6712－3775

第 4 火曜日 13:00～15:30

第２土曜日（男性料理）
※勝山小学校
第４土曜日（会食）
勝山親子サークル（参加者募集）
第２・４金曜日 10:00～11:30
いきいき百歳体操 かみかみ体操
毎週月曜日
Ⅰ部
13:30～
Ⅱ部
14:30～
カラオケ
毎週木曜日 13:00～15:30

東桃谷 福祉会館
ふれあい喫茶

TEL6711－5480

第４土曜日 10:00～11:30

舎利寺会館
ふれあい喫茶

第３土曜日 12:00～14:30

13:00～14:30
食事サービス

第２火曜日（配食）

いきいきふくろう DAY
毎週水曜日
ふれあい歌声ｻﾛﾝ

13：00～16：00

第 4 日曜日

14：00～

子育てもこぴよランド （東桃谷幼児の園）
第３木曜日10:30～12:00
4 月休み
詳しくは「幼児の園」へお問い合わせ下さい
（℡06-6731-0350）

西 生 野 会 館
食事サービス
高齢者

TEL6712－2877

第２・３日曜日（会食）

カラオケサロン 第３火曜日 13:30～15:30
親子のふれあいサロン
第２水曜日 10:30～11:45
おしゃべりサロン
第 1 木曜日 13:30～15:30
いきいき百歳体操
毎月曜日
10:00～11:00
13:30～14:30

田 島
喫茶たんぽぽ

会 館

TEL6752－4400

第４土曜日 11:30～13:00
(ラストオーダー12:15)
（１２月は第３土曜日）
食 事 会 ２・３・５・７・９・１１月の月
曜日
（会食）
11:30～
田島子育て支援サークル
第３火曜日 10:00～11:45
（田島小学校多目的室）
いきいき百歳体操
第１週～第４週木曜日 10:00～10:30

TEL6712－9100

オーダーストップ

食事サービス 第２・４土曜日（会食）
子育て 親子サークルねむの木
第２水曜日 10:00～12:00
舎利寺名画シアター
第１金曜日 13:00～15:00
いきいき百歳体操
毎週木曜日 10：00～、11：00～
舎利っ寺パワーアップ食堂
月 1～２回 朝ご飯

生 野

会 館

TEL6731－0357

喫茶サロン「いく～の」
第４土曜日 12:00～14:00
食事サービス
第２火曜日（会食）12:00～13:00
子育て にこちゃんクラブ
第３木曜日 10:00～11:30
こども開放デー
毎水曜日
15:00～18:00
いきいき百歳体操
毎火曜日
10:00～11:00
11:00～12:00

生野南 会 館
なかよし喫茶 第１水曜日 11:00～
(※)なくなり次第終了
食事サービス

第３水曜日（配食）
第２水曜日（会食）
第４水曜日（会食）
11:30～13:00
いきいき百歳体操
毎火曜日 13:30～14:30

林 寺

センター

TEL6712－8640

喫茶「よりみち」第１水曜日 12:15～
食事サービス

第２火曜日（配食）
第３金曜日（併用）
第３土曜日（林寺小学校）

男性料理教室

いきいきデイサロン
２か月に 1 回
子育て コロコロくらぶ
第２金曜日 10:00～11:30

東 中 川

会

館

TEL6756－0477

ふれあい喫茶
第４月曜日 11:30～13:00
食事サービス
第１・２・３月曜日(併用)
子育て 親と子のふれあいひろば
第２水曜日 10:00～11:30
東中川介護家族の会 ホームケアーの会
２ヶ月に１回開催
いきいき百歳体操
毎火曜日 13:30～14:30

東 小 路
食事サービス

サロンゆうゆう

会 館

TEL6752－8434

第２土曜日(会食)
（東小路小学校）
第１木曜日 13:30～15:30
（東小路小学校 多目的室）

カラオケ喫茶
第４水曜日 13:00～16:00
いきいき百歳体操
毎月・金曜日

9:30～10:30

中 川

会 館

TEL6757－4070

食事サービス

第３日曜日
第４土曜日

サロン希望

第４土曜日 13:30～15:30

小 路 会 館

（会食）
（配食）

TEL080-9752-0141

ふれあい喫茶
食事サービス

第２水曜日 13:00～15:30
第３木・金（会食）

ｻﾛﾝ らくゆう

12:00～13:00
13:30～15:30

第４木曜日

（小路小学校 多目的室）
健康ＵＰ教室わくわく
第４月曜日又は火曜日 13:30～15:30
子育て やんちゃクラブ
第２水曜日 10:30～11:30
（小路小学校 多目的室）
カラオケ・上映会 2 か月に 1 回（各月交代）
小路体操クラブハッスル（百歳体操）
毎火曜日

10:00～11:00
11:00～12:00
2 か月に 1 回

つぶやきカフェ

男Ｄay 男性開放デー 第２月曜日 13:30～15:30
※祝日の場合は変更あり

北 巽

会

館

TEL6757－6968

ふれあい喫茶

第４木曜日 12:00～14:00

食事サービス

第２木曜日

子育て

（会食）

ぽっとほっと
第２火曜日 10:00～12:00
（子ども・子育てプラザ）
いきいき百歳体操
毎週金曜日 Ⅰ部 10:00～Ⅱ部 11:00～

巽

東

会

喫茶コスモス

館

TEL6752-8933

第３火曜日

13:30～15:00

生野区社会福祉協議会
〒５４４－００３３

食事サービス 不定期
にこにこ教室 第２木曜日 13:30～15:00
いきいき百歳体操 毎土曜日 9:00～
(巽東小学校多目的室)
親子のつどい 子育て のびっこクラブ
第２水曜日 10:30～11:45
会場：あったかスマイル・いくの(エソール伊賀ヶ１階)
(

巽

南

会

館

TEL6754-6848

大阪市生野区勝山北３－１３－２０
TEL（０６）６７１２－３１０１
FAX（０６）６７１２－３００１
E-mail：m-en.vc@adagio.ocn.ne.jp
（ 平成３０年６月変更）

お問合わせは
各地域の会館・老人憩の家まで
お願いします。

巽

会 館

TEL6758-7610

喫茶やすらぎタイム 第４土曜日 10:00～12:00

喫茶すみれ

第４火曜日 13:30～15:30

食事サービス

第２金曜日（会食）

食事サービス

第１金曜日（会食）

（巽南小学校）

老人カラオケ

第 2・4 木曜 13:30～16：00

第３金曜日（配食）

サロンすずらん

第３水曜日 14:00～15:30

デイサロン

４・６・12 月頃（年３回）

子育てサークル

しゃぼん玉
第２木曜日 10:00～11:30

将棋道場

第２日曜日 13:00～17:00

ミニカフェ

第３水曜日 13:00～14:30

いきいき百歳体操
＆かみかみ体操

毎週月曜日・木曜日
10：00～

子育て 巽親子サークル

ちゅうりっぷ

第２火曜日 10:00～11:30（れんげ会館）
いきいき百歳体操＆かみかみ体操
毎週水曜日
ものづくり

Ⅰ部 10:10～Ⅱ部 11:10～
第３木曜日

13:30～16:00

ディスコンゲーム
第 2・4 金曜日 13:30～15:00

ふれあい喫茶
地域で暮らす人たちの交流の場、集いの場です。コ－ヒ－や紅茶、ジュ－スなどを
100 円程度で提供していますので開催日に気軽にご参加ください。

ふれあい型食事サービス
在宅のひとり暮らし高齢者等に対する健康増進と福祉の向上を目的に、会食・配食
をボランティアのみなさんでおこなっています。

子育てサロン
就学前の子どもと保護者、妊娠中の方など育児に関わる人に、友だちの輪を広げる
場所や悩みを相談できる機会を提供します。

ふれあいサロン活動（高齢者向け）
ひとり暮らしや、家の中だけで過ごしがちな高齢者等と、地域住民（ボランティア
等）が、気軽に集い、協働で企画し活動内容を決め、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ます。

