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権利や財産について
相談をお受けしています
判断が不十分な高齢者の財産や生活を守ります
　高齢者が安心して生活していくためには、お金の管理や日常生活に関わる契約なども重要になっ
ています。しかし、こうしたことに自信がなくなってきたり、将来認知症などになった場合の不安
などで、安心した生活が送れなくなってしまうこともあります。そんなときは、地域包括支援セン
ターへ連絡してください。「成年後見制度」の利用支援や情報を提供します。

　将来、認知症などで判断能力が衰えた場合に備えて、「成年後見制度」を利用し
て、後見人を選んでおくことができます（この場合は任意後見制度）。詳しくは、
地域包括支援センターにご相談ください。

●例えばこんなことはありませんか

一人暮らしなので、
もしも将来認知症になったら、
預貯金の管理が心配です。Q
A

成年後見制度ってなんですか

　高齢者本人の預貯金の管理、不動産など財産に
関する契約などについての助言など

　介護や福祉のサービス利用や、医療・福祉施設
への入退所の手続、費用の支払など、日常生活に
関わる契約などについて支援

財産管理 身上監護

地域包括支援センターでは、
福祉サービス利用援助事業の情報提供もしています

詳しくは、地域包括支援センター又は社会福祉協議会へお問い合わせください。

　認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない人の「預貯金の管理等（財産
管理）」や「日常生活での様々な契約等」を支援（身上監護）する制度です。

　などの支援を行っています。
　成年後見制度は、利用する人の判断能力の程度に応じて、次の２種類に分かれています。利用
の対象などが異なります。詳しくは、地域包括支援センターにご相談ください。

　地域包括支援センターでは、
●成年後見制度の利用に関する相談
●成年後見制度の利用についての申立て支援
●成年後見人候補を推薦する団体などの紹介

　「福祉サービス利用援助事業」とは、認知症など判断能力が十分ではない人のための社
会福祉制度で、社会福祉協議会が行っています。介護や福祉サービスの選択・援助や、
日常生活に必要な金銭管理などの相談や援助などを行います。成年後見制度と似ていま
すが、サポートできる範囲が異なります。

●例えばこんな場合はどうすれば・・・・
Q：別居の父親が高齢になり、度々通帳や印鑑をなくしてしまう。また、お金のや
りとりや介護サービスの利用契約が難しくなっている。

A：日常的な生活自立支援には社会福祉協議会が行っている「福祉サービス利用援
助事業」を活用しましょう。

判断能力が十分ではない人が、
今すぐ制度を利用

任意後見制度
判断能力がある人が、

将来に備えて後見人を決めておく

成年後見制度の相談について
　成年後見制度については、次のようなところで相談を受け付けています。お気軽にご
相談ください。
●地域包括支援センター　●福祉事務所　●社会福祉協議会　●家庭裁判所
●公証役場（任意後見制度）　●弁護士会　●法テラス
●成年後見センター・リーガルサポート　●権利擁護センターぱあとなあ　など

地域包括支援センターでは、
成年後見制度の利用を支援しています

法定後見制度

介護保険や障害福祉サービスな
どの利用手続きがわかりません。

福祉サービスの
利用援助サービス

お金のやりとりや預金の出し入
れに自信がありません。

日常の金銭管理
サービス

通帳や印鑑・年金証書をなくし
てしまいます。

通帳などの預かり
サービス
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高齢者虐待防止のために
　西脇市では、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの一環として、様々な事
業を行っています。認知症を正しく理解し、早期発見・診断・対応ができることや地域
での支援・つながりができることを目指しています。

　日々の介護の大変さから高齢者に強くあたってしまったり、経済的に困っている
ことで本人が望むサービスを制限するなど不適切な介護になってしまっていたりと、
無意識のうちに虐待につながっていることがあります。虐待を止めることは、虐待
をしている介護者のためにも必要なことです。虐待をしてしまっている側もされて
いる側も虐待とは気付きにくく、常態化することがありますので、気になる様子が
ありましたら、地域包括支援センターへご連絡ください。
　また、虐待相談は虐待を受けている高齢者本人や介護者自身が行うこともできます。
相談（連絡・通報）内容は守秘義務により、誰が相談したかが周囲に漏れることは決
してありません。安心してご連絡してください。

次のような状態が虐待です。確認しまょう。

身体的虐待1 なぐる、ける、拘束する、などの行為で身体的苦痛を与えること。
本人の意に沿わないリハビリ等を強要すること。

心理的虐待2 言葉や威圧的な態度で、脅したりすること。無視をしたり、侮辱し
たり、嫌がらせし、精神的苦痛を与えること。

介護等の放棄3 介護や生活の世話（部屋の掃除や入浴など）を放棄して放っておくこ
と。必要な介護サービスや医療を理由なく制限すること。

性的虐待4 本人が嫌がる性的な行為をすること。または、強要すること。

経済的虐待5 本人の財産や金銭を、本人の合意なしに使用すること。または、本
人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

●高齢者虐待相談窓口

西脇市認知症関連事業一覧

名　　称 場　　所 電話番号

にしわき北地域包括支援センター

にしわき南地域包括支援センター

27-8012黒田庄町前坂2140

27-8560下戸田128-1

項　　目 内　　容

予　防

相　談

◉おりひめ体操・いきいきサロン・萩ヶ瀬会館サロン・
　元気応援カフェ・健幸運動教室（Ni-Co）

対象者：在宅で生活されている40歳以上の人で認知症が疑われる方や認知
症の方で次のいずれかに該当される人
①認知症の診断を受けていない、または中断されている人
②適切なサービスの利用がなく、対応に困っている人
③認知症の行動・心理症状が悪化し、対応に苦慮している人

（P37～39、42に詳細を載せています。）

◉認知症相談センター
　認知症のこと、介護のことで不安に感じたりわからないことがあったら、ひ
とりで悩まずに、下記へ相談しましょう。

◉認知症初期集中支援チーム
　認知症の医療や必要なサービスを受けていない人に、保健師や社会福祉
士などが訪問して相談を行います。認知症サポート医の連携のもと医療と
介護の専門職チームで検討し、本人や家族の状況に合わせた医療機関受診
やサービスの調整、介護の負担軽減などの支援を行います。

●にしわき北地域包括支援センター ☎27-8012

●にしわき南地域包括支援センター ☎27-8560

●みぎわ園在宅介護支援センター ☎22-9000

●楽寿園在宅介護支援センター ☎23-7700

●在宅介護支援センター向陽苑 ☎28-3293

●在宅介護支援センターオンベリーコ ☎25-0020

●在宅介護支援センターコモエスタにしわき ☎23-6551 

◉兵庫県認知症疾患医療センター
　認知症の専門医療を提供するとともに、地域包括支援センターなどと連携
して認知症の方や介護者を支援していきます。

●兵庫県認知症疾患医療センター　西脇市立西脇病院 ☎25-2006（直通）
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在宅介護者のつどい
カフェあいあい

まちづくりステーション
絆カフェ

項　　目 内　　容

相　談

家族支援・
認知症カフェ

◉兵庫県民総合相談センター　☎078-360-8477

◉ひょうご若年性認知症支援センター　☎078-242-0601

　介護の経験者による介護の悩みや心配ごとの相談、看護師による介護方法
等に関する相談窓口です。

目　的：認知症の人や家族、医療や介護の専門職、地域の人など、誰もが
気軽に参加できる「集いの場」であり、認知症の人やその家族が
相談でき、安心して過ごせる「地域の居場所」の提供としてカフェ
が開催されています。

内　容：音楽療法、健康体操、介護・認知症の相談、勉強会、交流会、カフェ　等

　認知症は高齢者に多い病気ですが、年齢が若くても発症することがあり、
65歳未満で発症した場合を「若年性認知症」といいます。働き盛りの世代で、
本人だけでなく、家族の生活にも影響します。

目　的：認知症の方を介護している家族が集まり、思いを共有したり、対応の仕
方を介護者同士で話し合うことで介護者の介護負担の軽減を図ります。

内　容：講師を招いての勉強会、交流会　等
時　期：毎月第2木曜日　13:30 ～15:00
会　場：総合福祉センター（萩ヶ瀬会館）
お問合せ：西脇市社会福祉協議会　☎22-5400

◉西脇市認知症介護者の会

※相談日は年末年始、祝日を除く。

(令和3年４月１日現在)

※相談日は年末年始、祝日を除く。

※認知症ケアネット ～認知症の経過と対応・利用できる支援について ～（P34ページ）も参照ください。

認知症・
高齢者相談

窓　口 相談日
月・金曜
水・木曜

相談時間
10:00～12:00
13:00～16:00

家族の会会員による相談
看護師等による相談

月～金曜

相談日 相談時間
  9:00～12:00
13:00～16:00

◎家族（自分）が認知症と診
断を受けたが、どうしたらい
いの？介護しているが、しん
どい。誰かに聞いてほしい。
…など相談できます。

◎若年性認知症って？診断を受けたがどうしたらいいの？…
など相談できます。

◉認知症カフェ

項　　目 内　　容

家族支援・
認知症カフェ

見守り・認知症
高齢者等支援

◉認知症サポーター養成講座

目　的：あんしんはーとねっと事業は、地域全体で高齢者を見守るネット
ワークで、次の2つの機能があります。

～ ①見守りネットワーク ～
内　容：関係機関や民間事業所等が事業協力者となり、日ごろから高齢者を

見守り、何か異変を感じた時には、市役所や地域包括支援センター
にご連絡いただき、必要な支援につないでいきます。

対　象：市内関係機関及び民間事業所等

～ ②ＳＯＳ利用事前登録 ～
内　容：認知症高齢者等による行方不明時の捜索協力を希望する家族が、

捜索時に必要となる本人の情報を事前に市に登録できます。西脇
警察署や地域包括支援センターと情報を共有し、行方不明時の捜
索をあんしんはーとねっと事業協力者とともに円滑に
行うことで早期発見及び事故の防止に役立てます。

対　象：市内に居住する、行方不明になる可能性のある人
利用料：登録は無料です。

登録いただいた方には、反射仕様ステッカーとキーホ
ルダーをお渡しします。

目　的：認知症に関する知識を深め、認知症の人や家族を温かく見守り、
支援をする人を養成します。

内　容：認知症の症状、予防、治療、対応、認知症サポーターの活動につ
いて　等

講　師：認知症キャラバン・メイト
対　象：市民、企業、学校　等
時　期：相談に応じます。

◉声かけ模擬訓練
目　的：認知症高齢者等の一人外出による事故を未然に防ぐために、声か

け模擬訓練を通して認知症高齢者等への対応や接し方について学び
ます。

内　容：声かけ模擬訓練（約2時間）
※認知症サポーター養成講座同時開催の場合は約３時間

対　象：自治会、団体　等
時　期：相談に応じます。

◉あんしんはーとねっと事業

◉認知症高齢者等位置情報提供事業

※費用は飲食代の実費負担分になります。送迎対応できるカフェもあります。詳細は各連絡先までお問い合わせください。

オンベリーコ
絆カフェ

絆カフェ
ゆうゆう

ふれあいサロン
ひまわり

名　称

絆カフェ
コモエスタ

絆カフェ
～ 蒼風 ～

西脇市
社会福祉協議会

社会医療法人社団正峰会
地域包括ケア推進部

特別養護老人ホーム
オンベリーコ

地域支援ハウス
ゆうゆう

特別養護老人ホーム
向陽苑

運営主体

特別養護老人ホーム
コモエスタにしわき

デイホーム健々

荻ヶ瀬会館
（和布町277-1）

ワークショップゆめふぁーむ
（黒田庄町田高317-2）
特別養護老人ホーム
オンベリーコ地域交流スペース
（上比延町1422-14）
地域支援ハウスゆうゆう
地域交流スペース
（西脇518-2）

特別養護老人ホーム向陽苑
（黒田庄町黒田783）

特別養護老人ホーム
コモエスタにしわき
（蒲江551-1）
デイホーム健々

多機能ルーム「蒼風の間」
（大垣内13-2）

月1回
13:30～15:00

月1回
10:30～12:00

月2回（日曜）
13:30～15:30

月2回（第2・4土曜）
14:00～15:30

月1回（土曜）
10:30～12:00

月2回
（第1土曜・第3木曜）
13:00～15:00

月1回
13:30～15:30

開催日・時間 場　所

22-5400

28-3688

25-0050

25-0137

28-3293

23-6551

24-1610

連絡先

100円

無料

100円

100円

100円

100円

100円

絆カフェ
わっか デイホームわらべ デイホームわらべ

（黒田庄町岡1068-49）
月2回

（第2第4火曜）
14:30～16:30

28-5575 200円

みぎわカフェ
オアシス 社会福祉法人みぎわ会

デイサービスセンター
ナオミ館

（八坂町213-1）
月1回

（第3日曜） 22-9000 100円

費用

随時受付中！！

随時申請受付中！！

　登録いただいた関係
機関・事業所には、ポ
スターやステッカー、
缶バッジ等をお渡しし
ます。

（P43に詳細を載せています）

◉認知症家庭支援訪問介護（ホームヘルパー派遣）事業
（P43に詳細を載せています）

　参加いただいた
方には、認知症サ
ポーターカードや
認知症に関する資
料をお渡しします。
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西脇市認知症ケアネット
～認知症の経過と対応・利用できる支援について～

　認知症ケアネットとは、認知症の症状に合わせた対応・支援体制のことをいいます。認知症の原
因となった疾患や身体状況などにより、必ずしもこのとおりになるわけではありませんが、本人の
様子により大まかな段階を把握していただき、今後利用できるサービスなどの参考としてください。

おりひめ体操〈P37〉・集いの場（いきいきサロンなど）・元気応援カフェ〈P4２〉・認知症カフェ〈P32〉

認知症早期発見シート・認知症相談センター（地域包括支援センター・在宅介護支援センター）〈P31〉

予　防

気づき

相談や認知症の診断、治療（かかりつけ医・専門医療機関・認知症疾患医療センター）・認知症対応歯科医           療機関・認知症対応薬局（薬剤師）医　療

介護サービス

認知症サポーター養成講座（認知症に関する知識を深め、認知症の方や家族を温かく見守り、支援する応援            者を養成）〈P33〉・声かけ模擬訓練〈P33〉

あんしんはーとねっと事業（関係機関等協力事業者が日ごろから高齢者を見守るネットワーク） あんしんはーとねっと事業SOS 事前登録（行方不               明の可能性のある人を市に事前登録。警察署や地域包括支援センター、あんしんはーとねっと事業協力者と連携して、行方不明者の早期発見や事故防止に努める。）〈P33〉

地域での見守りや助け合い（民生委員児童委員・警察・地域包括支援センター・在宅介護支援センター・消費生活センターなど） 認知症家庭支援訪問介護事業（ホームヘルパー派遣）〈P43〉

安心コールセンターサービス事業（緊急通報装置）・日常生活用具給          付事業（電磁調理器、火災警報器給付）〈P40〉

住宅改修・福祉用具の貸与、販売〈P18～19〉 認知症対応型共同生活介護          （グループホーム）〈P23〉

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）、各種介護保険サービス（訪          問介護、通所介護、訪問リハビリ、訪問看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護 など）〈P13ほか〉

住まい

家族支援

相談先

権利・資産
を守る

介護老人保健           施設・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）〈P20〉

見守り付き住宅（ケアハウス）

サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム など〈P51〉

認知症介護者の会・認知症カフェ〈P32〉

認知症高齢者等位置情報提供事業〈P43〉

家族介護用品給付事業（紙おむつ等の給付）〈P43〉

在宅老人介護手当支給事業〈P44〉

見守り
生活支援

軽度認知障害
（MCI)※

認知症（軽度） 認知症（中等度） 重　　度

症　状

本人・家族が
しておきたい
こと

認知症の段階 健康

●物忘れが多くなるが
生活に支障はない。

※軽度認知障害（MCI）：認知症
ではありませんが、物忘れなど
認知症に似た症状があります。
正常と認知症の中間的な状態で、
そのままにすると、約半数が５
年以内に認知症に移行すると言
われています。

●物忘れはあるが金銭管理や買
い物等日常生活は自立
●同じことを言う。
●料理や片付け、計算などのミ
スが増える。

●認知症予防に関する取組を実践
する。

●家庭内で役割を持ったり、趣味
などを楽しむ。

●地域の行事など社会参加
●認知症や介護、介護保険のこと
を学ぶ機会を持つ。

●気になり始めたら早めにかか
りつけ医や各種窓口に相談す
る。

●かかりつけ医を持ち、相談す
る。

●今後の生活について家族間で
話し合う。

●本人ができることは見守り、
不便になってきたことは支援
する方法を話し合う。

●介護サービスの利用について
検討し、利用を始める。

●介護サービスを必要に合わせて利用
する。

●介護の負担を抱え込まないように生
活の準備や相談できる人をつくって
おく。

●介護サービスを必要に合わせて利用する。
●介護の負担を抱え込まないようにかかり
つけ医やケアマネジャーなどに早めに相
談する。

●介護する家族の健康や生活も大切にする。

●本人、家族にとって生活しやすい環境や
住まい、介護サービスを選択し、安心し
て生活できるようにする。
●誤えんや肺炎などの合併症に気をつけ、
最期の迎え方について家族間で話し合う。

●同じものを何回も買う。
●身なりを気にしなくなる。
●薬の飲み忘れ
●意欲低下
●火の消し忘れ
●食事の支度がしにくくなる。

●買い物や金銭管理などできていたことに
ミスが目立つ。
●服が選べない、着方がおかしい。
●電話や訪問者の対応が難しい。
●たびたび道に迷う。
●入浴や着替えを嫌がる。
●攻撃的な言動や周囲とのトラブル

●着替えや食事、排せつなどがうまくでき
ない。
●トイレや入浴に介助が必要
●家族や親しい人の顔や名前が分からなく
なる。
●物忘れの自覚はない。

●食事、排せつ、入浴、移動などの日常
生活に関することが、誰かの助けがない
と難しい。
●歩行が不安定⇒車いす⇒ほぼ寝たきり
になる。

冊子「西脇市認知症ケアネット」より抜粋

認知症はあるが日常生活は自立 見守りがあれば日常生活は自立認知症の疑い 日常生活に支援や介護が必要 常に介護が必要

◆認知症が心配な時は……かかりつけ医・認知症相談センター（地域包括支援センター・在宅介護支援センター）          ・認知症疾患医療センター・認知症初期集中支援チーム〈P31〉
◆電話での相談は…………兵庫県民総合相談センター　☎078-360-8477　家族の会会員による相談 月・金、          看護師による相談　水・木 10:00～12:00　13:00～16:00（年末年始・祝日を除く。）
◆若年性認知症の相談は…ひょうご若年性認知症支援センター　☎078-242-0601　月～金曜 9:00～12:00          13:00～16:00（年末年始・祝日を除く。）

◆福祉サービス利用援助事業：西脇市社会福祉協議会（☎22－5400）〈P45〉
◆成年後見制度：地域包括支援センター・福祉事務所・社会福祉協議会・家庭裁判所・公証役場・弁護士会          ・法テラス・成年後見センター リーガルサポートなど〈P.28～29〉

※それぞれの資源やサービスの詳細については、西脇市認知症ケアネット資源表（別冊子・西脇市ホームページ）でご確認ください。

34 35



地 域 支 援 事 業

地
域
支
援
事
業

これからの健康づくりは
フレイル対策を！！

　フレイルとは、筋力や心身の活力が低下し、健康障害を起こしやすい状態をいいます。高齢
者の多くは、フレイルを経て要介護状態になるといわれています。いつまでも元気で健康に過
ごすためには、フレイルの予防と改善が大切です。

「フレイル」チェック！

３つ以上当てはまるとフレイル　
１～２つ当てはまるとフレイル予備軍の可能性があります。

□ 最近体重が減った（1年間に2～3㎏程度） □ 横断歩道で青信号の間に渡るのが難しい
□ 疲れやすくなった □ 外出する機会が減った（身体の活動性の低下）
□ 買物でペットボトル（2㎏程度）などを運ぶのが困難になった（筋力の低下）

　からだを動かすこと、食べること
などの質問への回答から、生活機能
の低下の兆候を分析した結果、「認
知機能の低下」が56.8％と最も高く、
次いで「うつ傾向」（41.2％）となっ
ています。第７期計画策定時と比較
すると、「認知機能の低下」、「転倒
リスク」や「運動器の機能低下」が
増加しています。「運動器の機能低
下」のある人は、「運動器の機能低
下」のない人に比べ、「認知機能の
低下」の割合が高くなっています。

令和2年度　介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果

フレイル予防・改善のポイント
●活発な生活（積極的に外出や社会参加をする）
●食生活（やせに注意し、たんぱく質をしっかり摂る）
●口腔ケア（歯周病を予防し、口腔機能を維持する）
●運動（ウォーキングなどを行い、足腰を筋力トレーニングで鍛える）
●生活習慣病などの管理や重症化を予防する
●適切な服薬・禁煙・節度ある適度な飲酒

①萩ヶ瀬会館サロン …………………P39
②介護予防いきいきサロン …………P39
③おりひめ体操 ………………………P37
④元気応援カフェ ……………………P38
⑤介護予防サポーター養成講座

介 護 予 防 事 業 に つ い て
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■ 第7期（n＝2,217）
■ 第8期（n＝1,839）

〔生活機能の状況〕

～おりひめ体操に取り組もう！～
　何歳になっても、筋肉は鍛えれば向上させることができます。「どこでも・簡単に｣
取り組める「おりひめ体操」を行い、いつまでも自分らしく元気に過ごしましょう。

　西脇市歌に合わせた、楽しいリズム体操です。リズムに合わせて行うことで、
柔軟性、敏しょう性、リズム感などが向上し、動作がスムーズになります。

1.おりひめ体操の目的 1分
2.座って体操 20分
3.立って体操 20分
4.座って・立って体操 20分
5.座って体操（解説） 15分
6.立って体操（解説） 15分
7.楽しい健口体操 13分
8.口の中からいきいきと 4分
9.なつかしの写真
　　～ふるさとスライドショー～ 3分

☆ 「おりひめ体操」をやってみよう!! ☆ ☆ 「おりひめ体操」収録内容 ☆

～いつまでも元気で　
　　　若々しく～
みんなで　楽しく

取り組んでみましょう！

おりひめ体操第2も一緒に！！

　西脇病院の理学療法士の先生が考案され、おもりを使うことで筋力アップしま
す。オリンピックの開催の年に合わせた、スポーツの要素を取り入れた体操です。

おりひめ体操第3ができました!!

※おりひめ体操第1は、下肢の筋力の強化と、口腔機能の
向上を目指して作成しています。

　DVDとパンフレットを無料配布しています。
DVDを見ながら自宅で体操をすることができ
ます。また、気の合う仲間と一緒におりひめ体
操を行うことができます！おりひめ体操！

参加者の声

準備していただきたいこと
★階段の昇り降りが楽になった
★心身ともに軽くなった
★歩くスピードが早くなった
★つまずかなくなった　
★姿勢が良くなった

❶ 5人以上の体操の仲間でおりひめ体操のグループ登録をする。
❷ 実施場所（地区コミセン・公民館・自宅など）の予約
❸ ＤＶＤプレーヤー（無料貸出可）
❹ テレビ
❺ イス（安定感があるもの）

　ご希望のところへ健康運動指導士等を派遣し、効果
的なおりひめ体操の方法をお伝えします。

気の合う仲間とグループで体操

《お問合せ》 健康課　☎22-3111
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がんばっています！
おりひめ体操自主グループ！

　気の合う仲間と一緒におりひめ体操を行っています。

★おりひめ体操は、自主グループでの活動以外に萩ヶ瀬会館サロン（毎週火曜日13時30分～）や各
町でのいきいきサロンで行っています！！

（令和3年4月1日現在）

いきいきサロン活動地域一覧（令和3年4月1日現在）

会　場 活動日時 会　場 活動日時

上本町公民館 (木) 13:30～ 萩ヶ瀬会館 (月) 13:30～
(金) 10:00～

豊川町公民館 (火) 15:00～ 野村町公民館
第1グループ (金) 10:00～

播磨内陸生活
文化総合センター (水) 13:30～ 野村町公民館

第2グループ (水) 10:00～

上野会館 (土) 13:30～ 野村町公民館
第3グループ (月) 10:00～

大野隣保館 (木) 13:30～ 緑風台集会所 (月) 10:00～

サンパル日野 (木) 10:00～ 比延町公民館 (水) 14:00～

和田町公民館 (月) 10:00～ 上比延町公民館 (金) 13:30～

高田井町公民館 (火) 13:30～ 明楽寺町公民館 (木) 13:30～

三和町公民館 (火) 13:30～ 船町公民館 (月) 13:30～

地区 サロン名 対象地域

西脇地区

南旭町千歳会 南旭町

上本町楽生会 上本町

仲之町いきいきサロン 仲之町

山手町いきいきサロン 山手町

豊友会サロン 豊川町

戎町　恵比須会 戎町

南本町和楽会 南本町

津万地区

蒲江老人クラブ 蒲江

坂本いきいきサロン 坂本

大野いきいきサロン 大野

八日町いきいきサロン 八日町

日野地区

むつみ会 小坂町新町

郷瀬町いきいきサロン 郷瀬町

富吉南町いきいきサロン 富吉南町

富吉上町長寿会 富吉上町

西田町いきいきサロン委員会 西田町

野中町いきいきサロン 野中町

羽安町喜楽会 羽安町

重春地区

いきいきサロン板波 板波町

平野町いきいきサロン 平野町

谷町老人クラブ 谷町

野村地区 緑風台いきいきサロン 野村町6区

比延地区

比延町いきいきサロン 比延町

上比延町長寿会 上比延町

中畑町老人クラブ 中畑町

塚口町長寿会 塚口町

芳田地区
明楽寺町いきいきサロン 明楽寺町

ふれあいサロン水尾 水尾町

黒田庄地区

喜多いきいきサロン 黒田庄町喜多

津万井いきいきサロン運営委員会 黒田庄町津万井

仲良会 黒田庄町西澤

ミニいきいきサロン花しょうぶの会 黒田庄町前坂

地区 サロン名 対象地域

津万地区

下戸田いきいきサロン 下戸田

上野老人会（喜楽会） 上野

嶋老人クラブ 嶋

サロン共楽会西嶋 西嶋

日野地区

小坂町新生友愛会 小坂町

はなみずきいきいきサロン 富田町

いきいきサロン日野町 日野町

前島町いきいきサロン 前島町

市原町いきいきサロン 市原町

大木町喜楽会 大木町

重春地区

和布町くしがきクラブ 和布町

高松町いきいき絆クラブ 高松町

高田井町わいわいの会 高田井町

比延地区 高嶋いきいきサロンあすなろ会 高嶋町

芳田地区
芳田ふれあいサロン 岡崎町

八坂町米青クラブ 八坂町

黒田庄地区

岡地区いきいきサロン 黒田庄町岡

門柳いきいきサロン 黒田庄町門柳

大伏いきいきサロン 黒田庄町大伏

石原いきいきサロン 黒田庄町石原

田高老人クラブ 黒田庄町田高

船町いきいきサロン実行委員会 黒田庄町船町

小苗夢家族 黒田庄町小苗

介護予防サロン 地域型サロン

地区 サロン名 対象地域
西脇地区 東本町ふれあいサロン 東本町

津万地区 大垣内永楽会 大垣内

重春地区 ひまわり会 板波町旭ヶ丘

比延地区
鹿野町いきいきサロン 鹿野町

堀町寿楽会 堀町

黒田庄地区

大門ふれあいいきいきサロン1、2の3 黒田庄町大門

福地なごやかクラブ 黒田庄町福地

黒田週一サロン 黒田庄町黒田

地区 サロン名 対象地域
重春地区 重春・野村地区交流推進委員会

市内全域

比延地区 ええまち比也野里

芳田地区 芳田ふれあい直売所すみれグループ

黒田庄地区
にこにこ喫茶

特定非営利活動法人虹の会工房

サロン名 対象地域
萩ヶ瀬会館サロン 市内全域

週いち型いきいきサロン

拠点型サロン

元気応援カフェ
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