
困った時の相談窓口 

   

福祉なんでも相談窓口 

木津川市社会福祉協議会(本所・木津支所) ７１－９５５９ 

木津川市社会福祉協議会(加茂支所) ７６－４３３８ 

木津川市社会福祉協議会(山城支所) ８６－４１５１ 

  高齢者の介護や暮らしの相談窓口 

木津川市高齢介護課 ７５－１２１３  

木津川市地域包括支援センター木津東 ７５－２００３ 主に木津・梅美台・州見台・城山台小学校区 

木津川市地域包括支援センター木津西 ７５－１２９４ 主に相楽・高の原・相楽台・木津川台小学校区 

木津川市地域包括支援センター加茂 ７６－８２９４ 主に加茂・南加茂台・恭仁小学校区 

木津川市地域包括支援センター山城 ８６－３５００ 主に棚倉・上狛小学校区 

  認知症あんしんサポート相談窓口 

西木津ぬくもりの里 ７３－３０５５ 

加茂ぬくもりの里 ７６－０６００ 

涌出ぬくもりの里 ８６－０５６５ 

  障がい者の生活支援相談窓口 

木津川市社会福祉課 ７５－１２１１ 

障がい者相談支援センターいづみ ６６－３５２１ 

くらしとしごとの相談窓口(生活困窮者相談) 

木津川市くらしサポート課 ７９－０３０７ 
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社会福祉法人 木津川市社会福祉協議会 

 

 

この冊子は赤い羽根共同募金の配分金で作成しています 

木津川市社会福祉協議会では、

平成29年4月に市から生活支援

体制整備事業の委託を受け各支

所に生活支援コーディネーター

を配置しています。 

市民のみなさんと一緒に、サロ

ンなどの集いの場や地域に必要

な助け合い活動づくりを進める

専門職です。 

気軽にご相談ください。 



木津東部地域サロンマップ 
問合せ：木津川市社会福祉協議会 木津支所 0774-71-9559 
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①オレンジカフェ陽だまり 
日時 適時 月 1～2 回土曜日 

10 時～12 時/13 時～15 時 

場所 いずみホール他 

参加費 500 円 

内容 介護者、認知症の人たち 

の地域交流のつどい 

②ふれあいサロン 
日時 第３水曜日  

10 時～15 時 

場所 いずみホール他 

参加費 食事代 

内容 手芸、講話、 

③市坂 囲碁サロン 
日時 第１.３木曜日 

   13 時～17 時 

場所 市坂集会所 

参加費 100 円 

内容 囲碁 

④体操教室 
日時 月２回（水・土） 

10 時～11 時 30 分 

場所 市坂集会所 

参加費 無料 

内容 筋力トレーニング 

⑤カラオケサロン 
日時 月１回 

  19 時～22 時 

場所 地域のカラオケ屋 

参加費 1000 円 

内容 カラオケ 

⑦梅谷女子会 
日時 毎月第 3 水曜日 

   20 時～２２時 

場所 梅谷集会所 

参加費 無料 

内容 茶話会、手芸、体操等 

⑥にこにこ会 
日時 随時 

場所 尾崎進宅 

参加費 無料 

内容 交流 

⑫よっといで（高齢者） 
日時 平日 9 時 30 分～13 時 

場所 よっといで 

参加費 無料  

ﾗﾝﾁ 450 円 会員 400 円 

内容 つながりの輪広がる 

   ほっとできる居場所 

⑬本町東ペタンク愛好会 
日時 毎週日曜日 

10 時～11 時 30 分 

場所 清水公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

参加費 無料(本町東地域) 

内容 ペタンク(カーリングに似たｽﾎﾟｰﾂ) 

 

⑭ひらめきクラブ 
日時 第１.３木曜日 

13 時 30 分～15 時 

場所 人権センター 

参加費 月 1000 円 

内容 楽しく体操 

 

㉕鹿背山グランドゴルフ同好会 
日時 適時 年 12 回 

13 時 30 分～16 時 

場所 木津ふれあい健康グラウンド 

参加費 年 2000 円 

内容 グラウンドゴルフ 

㉔鹿背山ふれあいカフェ 
日時 適時 月 1 回 

13 時 30 分～15 時 

場所 鹿背山会館 

参加費 100 円 

内容 茶話会、おしゃべり会 

 

㉒鹿背山花水木の会 
日時 適時 月 12 回 

9 時～12 時 

場所 鹿背山会館 

 材料費のみ 

内容 地元野菜を調理 

   交流 

㉓鹿背山ふれあいいきいきｻﾛﾝ 
日時 適時 年８回 

13 時 30 分～15 時 

場所 鹿背山会館 

参加費 無料 

内容 百歳体操・食事 

 

じ 

⑧ルスカス 
日時 毎月第４水曜日 

   14 時～16 時 

場所 梅谷集会所 

参加費 500 円 

内容 音楽レッスン、茶話会 

⑨あすなろ 
日時 第 1(日).第 3(土).第 4(火) 

13 時～15 時 

場所 駅前団地自治会 

集会所・公園    

参加費 無料 

内容 ﾍﾟﾀﾝｸ･輪投げ他 
ｽｶｯﾄﾎﾞｰﾙ・茶話会 

⑩ 健康体操会 
日時 毎週月曜日 

第１.３ 10 時～11 時 

  第２.４ 19 時～20 時 

場所 駅前団地自治会集会所 

参加費 無料 

内容 DVD 健康体操 

 

⑪ 本町東ふれあいｻﾛﾝ 
日時 毎週土曜日 
  13 時 30 分～15 時 

場所 老人憩の家 

参加費 無料(本町東地域) 

内容 健康体操 

⑮本町東グランドゴルフ会 
日時 毎週金曜日 

10 時～11 時 30 分 

場所 木津グラウンド 

参加費 無料(本町東地域) 

内容 グラウンドゴルフ 

 

） 

内容 グラウンドゴルフ 

 
⑯ほのぼの会 
日時 第４水曜日 

   13 時～15 時 

場所 木津老人福祉センター 

参加費 無料 

内容 茶話会、交流等 

⑰ おしゃべりサロン 
日時 第１金曜日 

   13 時～ 

場所 サンプラザ集会所 

参加費 100 円 

内容 体操、小物作り 

歌等 

⑳鹿背山カラオケクラブ 
日時 適時 年 12 回 

13 時 30 分～16 時 

場所 鹿背山会館 

参加費 1000 円 

内容 カラオケ 

㉑鹿背山俳句会 
日時 適時 月 1 回 13 時～16 時 

場所 鹿背山会館 

参加費 2000 円 

内容 俳句作り・交流 

     仲間づくり 

⑱サロンウエルカム 
日時 毎月第４金曜日 

13 時 30 分～16 時 

場所 東部交流会館 

 300 円 

内容 茶話会、研修会 

   楽しい企画物 

⑲泉会ふれあいサロン 
日時 第２・第４火曜日 

13 時 30 分～15 時 

場所 和泉式部泉町 

集会所 
参加費 無料(泉町老人ｸﾗﾌﾞ) 

内容 元気アップ体操 

㉗すみれ会 
日時 第 1 木曜日 13 時～15 時 

   第 4 月曜日 10 時～12 時 

場所 不二荘園集会所 

参加費 無料 

内容 歌/体操/ 

小物作り 

㉖ピンポンクラブエリン 
日時 第２.４木曜日 

13 時～15 時 

場所 市民ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

参加費 200 円 

内容 ピンポンで交流 

㉘いきいき貯筋カフェ 
日時 毎月第 2・4 土曜日 

14 時～15 時 30 分  

場所 梅美台 2・3 丁目集会所 

参加費 200 円 

内容 元気アップ体操 

交流でまち作り 

㉛ウォーキング会 
日時 随時  

場所 幣羅坂神社周辺  

参加費 無料 

内容 健康増進 

仲間との交流 

㉚州見台グラウンドゴルフｸﾗﾌﾞ 
日時 毎週月・火曜日 8 時 30 分～11 時 

場所 木津ふれあい健康グランド 
日時 毎月第 1・3 土曜日 8 時 30 分～11 時 

場所 州見台小学校  

参加費 半年毎 1500 円 

内容 グラウンドゴルフ 

健康保持増進 

⑭ 

● 

㉙くにみ体操教室 
日時 毎週火曜日 13 時 30 分～15 時 

場所 州見台 3・4・5 丁目集会所 

参加費 100 円  

内容 みんなで元気に 

なりましょう！ 

㉜健康まぁじゃん同好会 
日時 毎週水曜日 9 時～16 時  

場所 老人憩の家  

参加費 無料 

内容 健康麻雀 

㉝ひなぎくクラブ 
日時 第２･４木曜日 

9 時～11 時 

場所 東部交流会館  

参加費 月 1000 円 

内容 体操(高齢者向け) 


