
施設・店舗名 人数 開設日 利用条件

医療法人茂樹会 田中診療所

私部7-48-3

介護老人保健施設逢々館かたの

私部2-11-38

介護老人保健施設　青山
デイサービスセンター　あおやま

青山3-432

春日デイサービスセンター

私部西1-31-2-101

グループホーム　きさべ

私部南2-18-16

デイサービスセンターきさべ

私部1-55-10

ジャパンケア交野

梅が枝43-33

デイサービスセンター
リハビリプラザ交野

私部西4-11-18

わかば保育園

私部1-22-1

交野保育園

松塚11-10

くらじワークセンター

東倉治1-12-12

グループホーム　希望

東倉治3-8-11

第二きんもくせい保育園

郡津5-76-1

デイサービス花ごころ

倉治2-18-4

特別養護老人ホーム　美来
デイサービスセンター　美来

倉治4-40-7

ニチイケアセンター幾野

幾野2-29-10

きんもくせい特別養護老人ホーム

大字星田5156-8

ケアハウスきんもくせい

南星台2-5-15

きんもくせいデイサービスセンター

南星台2-5-15

デイサービスおりひめ

星田6-4-25

特別養護老人ホーム　明星

星田8-6-7
6人

毎日　10：00～17：00
※祝日は除く

自動販売機あります。ソファーあります。

5～6人 月～土　10:00～16:00 飲料水、自動販売機あります。

4人 月～金　8:45～16:45
近くに自動販売機等あります。インターホンにて「涼み
処」利用の旨伝えて下さい。

４人 月～土　9:00～17:00 ご利用の際、事務所窓口へ一言お声かけください。

5～6人 月～土　9:00～17:00
正面玄関受付にて声をかけてください。冷水、自動販売機
あります。

5人
月～土　10:00～16:00
※祝日は除く

・必ず事務室にて声をかけて頂き、利用申込書にご記入を
お願いします。利用者証をお渡ししますので、館内で着用
をお願いします。
・時間帯に応じた空いたスペースをご利用頂きますので、
場合によっては移動をお願いする場合があります。予めご
了承お願いいたします。
・館内利用中の事故に関しては、すべて自己責任となりま
すので、ご注意ください。
・自動販売機が2台ありますので、ご利用下さい。

3人 月～土　10:30～15:30
インターホンにて涼み処ご利用の旨、お伝え下さい。涼み
処ご利用時の自己、トラブル等に関して、等事業所は責任
を負いません。

３～５人 火・金　13:30～14:45
施錠中のため呼び鈴を押してください。自動販売機等な
し。ひさし付きテラスのベンチでご休憩いただけます。状
況によりますが、お茶の提供は可能です。

2～3人 水～土　10:00～16:00 インターホンを押して下さい。

3人 月～金　13:00～16:00
8/13～ 8/16まではお休みです。お茶の提供は可能で
す。近くに自動販売機があります。

3人
月・水・木
10:00～12:30，13:30～16:30

トイレのご利用はいつもで可能ですが、月・水・木曜日以
外は手薄になりますのでご了解願います。

3人 火・木　10:30～12:00
施錠中のため呼び鈴を押してください。職員在室時のみの
ご利用となります。自動販売機等ありません。

5人 水　10:00～12:00 飲食、喫煙は禁止です。

1～5人 毎日　13:00～16:00
玄関は施錠していることが多いため、ドアについているイ
ンターホンを押して下さい。

5人 月～土　10:00～15:30
１階のガラス戸から入ってスタッフに声をかけてくださ
い。自動販売機等ありません。お茶の提供は可能です。

1人 月・水・木　14:00～16:00
8/1から利用可能です。インターホンで「涼み処」利用の
旨を伝えてください。自動販売機等なし。

3人 月～金　10:00～15:00
お茶の提供は可能です。自動販売機はありません。　玄関
のインターホンで利用の旨をお知らせください。

10人 毎日　8:30～17:30 受付にて「涼み処」利用の旨伝えてください。

2人
月・水・木・金・土・日
9:00～17:00

自動販売機等ありません。お茶の提供は可能です。

涼み処一覧

開設期間：７月1日（月）～９月30日（月）

3～5人 月～土　9:00～17:00

6人 月～金　13:00～16:00
玄関にてスリッパに履き替え１階のフロアをご利用くださ
い。自販機あり。ご利用時は事務所に声をかけて下さい。
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軽費老人ホーム明星

星田8-6-7

フレンズ星田デイサービス

星田5-17-8-204

ほっこり atホーム星田デイサービス

星田5-17-27

ワークハウスやわらぎ
てらサポートセンター

寺4-590-1

交野自立センター

寺4-590-1

樹楽団らんの家私市

私市6-30-9

グループホーム　アキラ

藤が尾6-4-1

地域活動支援センターみのり

藤が尾3-5-4

デイサービスセンター虹の家

私市8-8-9

特別養護老人ホーム天の川明星
デイサービスセンター天の川

藤が尾2-5-22

ハートフルステーションいわふね

私市2-14-14

パルコープデイサービスいわふねの森

森南1-17-6

星田南病院ケアセンター

藤が尾3-5-1

ミルキーウェイ

天野が原町2-14-20

レガート交野

私部2-5-2

レインボーハウス私市山手

私市山手2-4-7

花かざり　デイサービス

藤が尾5-11-13

デイサービス「ほつま」

私部西2-5-1

星田保育園

星田3-10-8

グループホーム茂樹の里

神宮寺1-24-5

交野デイサービスセンターとまと

青山2-1-7

ラッキー交野店

私部3-6-12

織姫の里～かたの～　ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ

私市8-4-5

月～土　10:00～15:00

月～土　10:00～15:00
インターホンで「涼み処」利用の旨伝えて下さい。
お茶の提供は可能です。近くに自動販売機があります。

3人

土・日・祝　9:00～16:00 アイスソフト・地元生産物取扱中。トイレ利用可。44
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月～金　13：00～16：00
インターホンを押して下さい。職員在室時のみ利用可能で
す。自動販売機等ありません。飲食喫煙は禁止です。

店頭に日よけができる長椅子があります。

若干名 月～土　9:00～16:00
インターホンを押して下さい。認知症の方が入所している
ため、静かに休憩をお願いします。

3人
玄関横の事務所に声をかけて下さい。
冷水・自販機あります。

毎日　9：30～18：00

５人 月・火・木　9：00～16：30
自動販売機がないため、持参して下さい。時間帯によって
は、対応できない時間があります。

3人 月～土　11：00～15：00
月・水・金は自動ドアを施錠しているので、ドア越しに声
をかけてください。

月～土　10:00～16:00
インターホンで「涼み処」利用の旨伝えて下さい。
お茶の提供は可能です。飲食喫煙は禁止です。

インターホンで「涼み処」利用の旨伝えて下さい。
自動販売機等ありません。お茶の提供は可能です。

10人 月～金　 10:00～16:00

5人 月～土　10：00～15：00

3人 月～土　9:00～17:00 お茶の提供は可能です。

自動販売機あります。

3人 月～金　10:00～17：30

毎日　10:00～17:00

3人 毎日　10:00～16:00

インターホンで「涼み処」の利用を伝えて下さい。近くに
は自動販売機がありますが、施設内には設置しておりませ
んので、各自で飲料水をご持参下さい。お茶の提供は可能
です。

10人 月～金　9:00～17:00
バリアフリーではないので、車椅子の方は介助致します。
トイレは車椅子のまま入れます。冷茶、水が提供できま
す。利用者の方と共用スペースでのご提供となります。

月～金　13:00～16:00 8/13～ 8/16はお休みです。

6人 月～金　10:00～16:00

ご利用の場合は、事務所に一声かけて下さい。入口でス
リッパにはきかえて下さい。
地域交流スペースです。お水、自動販売機、ソファ、パ
ン・クッキー(有料)あります。

3人 火・水　14:00～16:00
事前に電話確認ください。（892-7559）
自動販売機等ありません。

3人

5人 火・木　13:00～16:00 飲料水の自販機がないため、ご持参下さい。

3人 月～土　10:00～16:00

5人 毎日　9：30～17：00 自動販売機あります。お茶の提供は可能です。22
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●問い合わせ

　 １～４３　社会福祉協議会　（TEL８９５・１１８５）

４４～５７　行政経営室　（TEL８９２・０１２１）

45 ―

46 ―

47 ―

星田小学校

郡津小学校

50 ―長宝寺小学校

―

49 ―

岩船小学校

事務所へ「涼み処」利用の旨伝えてください。自販機あり
※8月13日～15日は休みです。

私市小学校

星田会館
星田3-4-3

―

52 ―

旭小学校

藤が尾小学校

56 20人
7月・9月：毎週金・土・日
８月：毎日
10:00～16:00

自販機等あり
お茶用のお湯の利用可
※8月10日～18日は休みです。

妙見東区３丁目自治センター
妙見東3-6-1

倉治いこいの郷（老人センター）
倉治1-1-9

53
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20人
月～金（木曜日除く）
13:00～16:00

玄関でスリッパに履き替え1階フロアをご利用ください。
※8月8日～18日は休みです。

―

54 10人
月～金（火曜日除く）
13:00～16:00

森区民ホール
森南2-16-1

8月1日～8月23日
月～金
11:00～16:00

・来校の際は、インターホンによる連絡
・教室内は水分補給のみ可
・18歳未満の方のみの利用は不可
・喫煙禁止

57 20人 森区民ホールの開館日 各種催し時も利用可

交野小学校

倉治小学校

55


