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1

「頭と体」を連動させた簡単な体操と
「歌・ゲーム」を組合わせた心身の老化
予防を目的としています。

対象者 65歳以上

参加費 無料

階段の有無 有(手すりあり)

トイレ 洋式・和式・男性用

実施主体 妙見坂小学校区福祉委員会

PRポイント

場所 星田会館 他

内容 歌体操・ビンゴゲームなど

開催日
毎月第3土曜日

(ただし、8月・1月は休み)
時間 午前10時から12時

申込 不要(直接会場にお越しください)

持ち物 なし

場所 南星台集会所 2階

毎月第1・3・4月曜日

申込

実施主体

タオル・お茶

対象者

参加費

階段の有無

申込方法 不要(直接会場にお越しください)

(例会)午前10時～午後3時

対象者 クラブ会員

地図 1 元気アップ体操

地図 1 ふれあいサロン

トイレ

持ち物

星寿会(老人クラブ)会員、他

無料

場所 南星台集会所 2階

星田寿会

元気アップ体操

午前10時～11時

(いす体操)
内容

不要(直接会場にお越しください)

星寿会

有(手すりあり)

洋式・和式・男性用

開催日

時間

PRポイント
女性の参加者が多いですが、男性も
徐々に増えて、とても楽しく活動していま
す。

地図 2

PRポイント
星田会館には冷暖房あり。楽しみが第
一、気軽にお越しください。

内容
カラオケ・手芸・絵手紙・元気アップ体操

季節の行事・清掃活動など

開催日
(例会)毎月10日・18日(火曜日は翌日)

その他は行事により異なる

時間

参加費 無料(ただし、年会費のみ1500円)

階段の有無 無

トイレ 洋式・和式・男性用

持ち物 行事により異なる

【南星台】

【星田】

実施主体 星田寿会



内容 囲碁

みんなで体を動かしましょう。
簡単な体操です。

実施主体
星田小学校区福祉委員会

和やかな雰囲気の中、囲碁を楽しんで
います。初めての方でも大歓迎です。お
気軽にお越しください。

PRポイント

星田小学校区校区福祉委員会

不要(直接会場にお越しください)申込

毎月第1・3土曜日

トイレ

地図 2 元気アップ教室
場所 星田会館

内容

開催日 毎月第4月曜日(祝日は休み)

時間 午後1時30分から2時30分

元気アップ体操

(いす体操)

地図 2 囲碁サロン

PRポイント
和やかな雰囲気の中、いろんな内容で
みんなで楽しく活動しています。お気軽
にお越しください。

洋式・和式・男性用

対象者 星田地域にお住まいの方

参加費 無料

階段の有無

なし

場所 星田会館

内容
歌体操・ゲーム・演奏

出前講座など

有(エレベーターあり)

トイレ 洋式・和式・男性用

持ち物

申込 不要(直接会場にお越しください)

星田行政区

PRポイント

対象者 概ね65歳以上の地域の高齢者

地図 2 ふれあいサロン

毎月第4土曜日

時間 午前10時から12時

第2・4水曜日

時間 午前10時から午後3時

開催日

有(エレベーターあり)階段の有無

無料参加費

なし持ち物

星田寿会
実施主体

開催日

星田地域にお住まいの方対象者

場所 星田会館

実施主体 星田小学校区福祉委員会

参加費 無料

階段の有無 有(エレベーターあり)

トイレ 洋式・和式・男性用

持ち物 なし

申込 不要(直接会場にお越しください)
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内容 喫茶や映画の上演

実施主体
星田小学校区校区福祉委員会

トイレ 洋式・和式・男性用

持ち物

ふれあい広場hoshida(平和台霊園喫茶室)

内容 メインイベント(毎回企画)と喫茶で歓談

開催日 年間6回(開催前に掲示板等で周知)

時間 午前10時から11時30分

対象者 原則60歳以上の方

参加費 100円(材料費が必要な場合は実費)

階段の有無 無

トイレ 洋式・男性用

持ち物 水分補給の水など

申込

トイレ 洋式・和式・男性用

持ち物 なし

申込 不要(直接会場にお越しください)

参加費 無料

階段の有無 無

地図 3 元気アップ教室
場所 ほっこりatホーム星田

内容
元気アップ体操

(いす体操)

開催日 毎月第2月曜日(祝日は休み)

時間 午後1時30分から2時30分

対象者 星田地域にお住まいの方

場所 星田会館

地図 2 喫茶サロン

実施主体
星田小学校区福祉委員会

星田行政区

開催日 毎月第2土曜日

先着25名

実施主体 旭小学校区福祉委員会

PRポイント
星田区の皆さんが集まり、体操や、健康吹き
矢などのイベントで健康増進を図るとともに、
喫茶でおしゃべりを楽しんでいただきます。

時間 午後1時から4時

対象者 星田地域にお住まいの方

地図 4 

PRポイント
和やかな雰囲気の中、映画やコーヒーを楽し
んでいます。初めての方でも大歓迎です。お
気軽にお越しください。

星田寿会

参加費 実費

階段の有無 有(エレベーターあり)

なし

申込 不要(直接会場にお越しください)

あさひ茶話会
場所

PRポイント
みんなで体を動かしましょう。
簡単な体操です。
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対象者

【星田北】

洋式・男性用

持ち物 水分補給ができるもの

申込 直接会場にお越しください

トイレ 洋式・和式

持ち物 水分補給ができるもの

申込 不要(直接会場にお越しください)

実施主体 星の輝き

PRポイント
和気あいあいと楽しい雰囲気で、元気
アップ体操を頑張っています。一緒に心
も身体も元気アップしましょう!!

実施主体 新星田自治会

地図  6 元気アップ体操教室
場所 新星田自治会集会所

内容

開催日 毎月第1・3火曜日

時間 午後1時30分から2時30分

星田西遊友クラブ

星の輝き
場所 軽費老人ホーム明星2階 多目的ホール

内容
元気アップ体操

(いす体操)

開催日 第2・3・4金曜日

時間 午後1時30分から2時30分

どなたでも参加可能

参加費 無料

階段の有無 有(エレベーターあり)

階段の有無

パターゴルフで足腰を鍛え、マージャン
で頭を使い、カラオケ、てくてく歩こう会で
遊び友達をどんどん作りましょう。

持ち物 なし

対象者 自治会会員

参加費 無料

階段の有無 無

トイレ

PRポイント

場所 星田西3丁目集会所・星田西南公園

地図 7

地図 5

無

トイレ 洋式・和式

③月1～2回④月1回
時間 ①③午後1時から午後5時②④午前9時から11時

実施主体 星田西遊友クラブ

参加費 無料(ただし、年会費1,000円)

③パターゴルフ④てくてく歩こう会

開催日
①毎週火曜日②毎週木曜日

申込 不要(直接会場にお越しください)

対象者

PRポイント
中高年の方が、家外での体力アップを
通じ、笑顔いっぱいの会話が弾む教室
です。

内容
①マージャン②カラオケ

星田西遊友クラブ会員
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不要(直接会場にお越しください)

映画鑑賞や談笑の他
講座や教室などの同時開催

トイレ

元気アップ体操 他

(いす体操)

地図 7 星田西元気アップ体操教室
場所 星田西3丁目集会所 洋間

内容

開催日 毎月第2・4木曜日

時間 午前9時45分から11時

対象者 星田西区民および近隣住民

参加費 無料

階段の有無 無

コモンシティ星田自治会

持ち物 上履き・飲料水

申込

申込

PRポイント
赤ちゃんから高齢者までみんなが仲良く
なれる場です。話がはずむ喫茶と、午後
には懐かしの映画を上映しています。

持ち物 なし

不要(直接会場にお越しください)

実施主体 旭小学校区福祉委員会

開催日 奇数月の第1土曜日

地図 7 ふれあい・いきいきサロン
場所

内容

星田西3丁目集会所

洋式

場所

内容

開催日

時間

星田山手東集会所

サロン街かど

PRポイント
「HAND」の歌体操や指体操、ハンドベル
やビンゴゲーム、お茶とお菓子をいただ
き、おしゃべりを楽しんでいます。

なし

実施主体 旭小学校区福祉委員会

申込 不要(直接会場にお越しください)

毎週水曜日

午前10時から午後4時

持ち物

歌体操やゲーム・ミニ講座など

時間 午前10時～11時45分

対象者 60歳以上の方

参加費 無料

階段の有無 無

実施主体

トイレ 洋式・和式

PRポイント
無理をしないで元気に楽しくをモットーに
活動しています。初めての方も気軽に参
加ください。

対象者 どなたでも参加可能

参加費 100円

階段の有無 有

トイレ 洋式・和式

地図 8
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(定例会)かがやきクラブ役員及びリーダー

(同好会)かがやきクラブ会員

参加費 無料

階段の有無 有(スロープ設置済み)

トイレ 洋式

地図 9 ふれあい・いきいきサロン
場所

内容 歌体操やゲーム・ミニ講座など

PRポイント
広くて明るい大ホールでのびのびと暖か
い雰囲気で活動しています。初めての方
もお気軽にお越しください。

開催日 毎月第1・3火曜日

時間 午前9時45分から11時

対象者 星田山手自治会員及び近隣住民

申込方法 不要(直接会場にお越しください)

実施主体 星田山手自治会

持ち物 上履き

開催日
その他は活動により異なる

(定例会)午後1時30分から3時

星田山手自治会館

開催日 偶数月の第1土曜日

時間 午前10時～11時45分

妙見坂自治会館

定例会及びグラウンドゴルフ・踊り・

マージャン・囲碁の各同好会

(定例会)第2月曜日

場所

内容

地図 10 妙見坂かがやきクラブ

実施主体 妙見坂かがやきクラブ

トイレ 洋式

参加費 無料

階段の有無 有

なし

申込 会長・各班リーダーへ

各同好会も盛んに楽しんで活動しています。
初めての方でも大歓迎です。詳しくは、お問
い合わせください。

持ち物

時間

対象者

元気アップ体操 他

(いす体操)

地図 9 星田山手元気アップ体操教室

PRポイント

場所 星田山手自治会館

内容

申込 不要(直接会場にお越しください)

実施主体 旭小学校区福祉委員会

PRポイント
「HAND」の歌体操や指体操、ハンドベル
やビンゴゲーム、お茶とお菓子、おしゃ
べりを楽しんでいます。

対象者 60歳以上の方

参加費 無料

階段の有無 有

トイレ 洋式

持ち物 なし
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映画

開催日
毎月第2土曜日

(ただし、8月・1月は休み)

持ち物 なし

PRポイント
映画とおしゃべりの時間を楽しく過ごしま
せんか。コーヒー・お菓子も用意していま
す。

【妙見東】

参加費 無料

その他は不定期
開催日

月曜・木曜(グラウンドゴルフ)

時間

対象者

地図 10 ふれあいサロン

7

持ち物 なし

茶話会・誕生会は会員のみ、他はどなたでも

申込 不要(直接会場にお越しください)

妙見坂小学校区福祉委員会

持ち物

実施主体

時間 午後1時30分から

午前9時から11時(グラウンドゴルフ)

「頭と体」を連動させた簡単な体操と
「歌・ゲーム」を組合わせた心身の老化
予防を目的としています。

場所 妙見東自治センター・中央公園グランド

内容
茶話会・グラウンドゴルフ・

誕生会・社会奉仕活動など

地図 11 妙見東やわらぎ会

地図 10 映画サロン

なし

対象者 特になし

参加費 無料

階段の有無 無

トイレ 洋式・男性用

申込 不要(直接会場にお越しください)

実施主体 妙見坂小学校区福祉委員会

場所 妙見坂自治会館

開催日
毎月第2土曜日

(ただし、8月・1月は休み)
時間 午前10時から12時

内容

申込 会長までお届けください

実施主体 妙見東やわらぎ会

階段の有無 有(手すりあり)

トイレ 和式・洋式・男性用

PRポイント
「家から出よう、皆とおしゃべりしよう、皆
と体を動かそう」をモットーに楽しくシニア
ライフを過ごしましょう。

PRポイント

対象者 65歳以上

参加費 無料

階段の有無 有

トイレ 洋式

場所 妙見坂自治会館 1階

内容

歌体操・ビンゴ・各種ゲームなど



なし

地図 11
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階段の有無

申込 不要(直接会場にお越しください)

有(手すりあり)

内容 歌体操・ビンゴゲームなど

実施主体

トイレ

場所

持ち物

時間

毎月第4水曜日

(ただし8月と1月は休み)

(ただし、8月・1月は休み)
時間 午前10時から12時

トイレ 和式・洋式・男性用

開催日

持ち物

申込

実施主体 妙見坂小学校区福祉委員会

不要(直接会場にお越しください)

対象者 65歳以上

参加費 無料

奇数月の第2土曜日

階段の有無

PRポイント

地図 11 映画＆喫茶

有(手すりあり)

和式・洋式・男性用

午後１時30分から4時

対象者 65歳以上

参加費 無料

対象者 どなたでも参加可能

参加費 無料

ふれあいサロン

PRポイント
コーヒーを飲みながら映画を見て、お
しゃべりを楽しみませんか。
夏休みには子ども達も参加します。

妙見坂小学校区福祉委員会

妙見東自治センター

開催日

地図 11 元気アップ体操教室
場所 妙見東自治センター

内容
元気アップ体操・健口体操・

脳トレーニング等

開催日 毎週木曜日

内容 映画と喫茶

申込 不要(直接会場にお越しください)

実施主体 妙見東やわらぎ会

時間 午前11時から12時

なし

「頭と体」を連動させた簡単な体操と
「歌・ゲーム」を組合わせた心身の老化
予防を目的としています。

なし

妙見東自治センター場所

PRポイント
「家から出よう、皆とおしゃべりしよう、皆
と体を動かそう」をモットーに楽しくシニア
ライフを過ごしましょう。

階段の有無 有(手すりあり)

トイレ 和式・洋式・男性用

持ち物



地図 12 妙見東 朝の健康体操
場所 妙見東中央公園グラウンド

内容 ラジオ体操

開催日 毎日

対象者 どなたでも参加可能

「家から出よう、皆とおしゃべりしよう、皆
と体を動かそう」をモットーに楽しくシニア
ライフを過ごしましょう。

PRポイント

時間 午前7時30分から(夏期は7時から)

無

なし

申込 不要(直接会場にお越しください)

実施主体 妙見東まちづくり委員会・妙見東やわらぎ会

トイレ

参加費 無料

階段の有無 無

持ち物
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【活動別一覧】

※掲載を希望したクラブのみ

東集会所・星田山手自治会館・妙見坂自治会館・妙見東自治センター

南星台集会所・星田会館・星田西3丁目集会所・妙見坂自治会館・

妙見東自治センター・妙見東中央公園

南星台集会所・星田会館・ほっこりatホーム星田・軽費老人ホーム明星・

妙見東自治センター

南星台集会所・星田会館・ふれあい広場hoshida・星田西3丁目集会所・星田山手

新星田自治会集会所・星田西3丁目集会所・星田山手自治会館・

場所の名称 所在地 もよりにあるもの

星田会館 星田3丁目4-3

南星台集会所 南星台4丁目15-8

妙見坂自治会館 妙見坂4丁目1-15

妙見東自治センター 妙見東3丁目6－1

星田山手2丁目12

星田山手東集会所 星田山手1丁目6-27

軽費老人ホーム明星 星田8丁目6-7

ゆうゆうバス「南星台4丁目」バス停

新星田自治会集会所 星田北7丁目3-5 JR星田駅(北口)

JR星田駅(南口)星田5丁目17-27ほっこりatホーム星田

ふれあい広場hoshida
(平和台霊園喫茶室)

星田7丁目28-2 平和台霊園

星友クラブ※

元気アップ教室

ふれあい・いきいきサロン

星田西体育施設

スーパーマーケット・保育園

特別養護老人ホーム明星

星田西3丁目集会所 星田西3丁目28-1

星田山手自治会館

妙見東中央公園 妙見東3丁目6－1

パナソニック星田団地

妙見東中央公園

妙見東自治センター

ゆうゆうバス「星田山手3丁目」バス停

きんもくせい特別養護老人ホーム

① 

② ③ 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑫ 
⑪ 



  

○星友クラブ(老人クラブ): お問い合わせ  高齢介護課 

    市内の24地区の老人クラブで構成され、年間を通じてゲートボール大会や

グラウンドゴルフ大会、ボウリング大会や俳句大会、旅行など色々な行事を開

催したり、地域活動にも積極的に取り組んでいます。入会希望の方はお問い合

わせください。 

  (※掲載希望があったクラブのみを掲載しています) 

○元気アップ教室: お問い合わせ  高齢介護課 

   身体が動きやすくなり、転倒の予防に役立つ、交野市のオリジナル体操

「元気アップ体操」とお口の体操や頭の体操などに取り組み、楽しみながら元

気になれる教室です。体力に自身がない方や足腰が弱ってきたと感じる方でも

取り組める内容です。 

○ふれあい・いきいきサロン: お問い合わせ  交野市社会福祉協議会 

   地域で暮らす高齢者が、寝たきりや閉じこもりにならず、いつまでも元気

にいきいきと過ごせるよう、地域の公民館や集会所などを会場に、参加者や校

区福祉委員、地域のボランティアが共同で企画・運営しています。 

   おしゃべりを楽しんだり、無理なく身体を動かしたりとリフレッシュでき

る仲間づくりの場です。 

本冊子について～「長寿」から「元気で長生き」へ～ 
 
   本冊子は、概ね60歳台から参加できる取り組みのうち、「交野市星友クラブ(老人クラブ)」「元気アッ

プ教室」「ふれあい・いきいきサロン」の取り組みを地域別に掲載しています。 

   「もう年だから」「おっくうだから」と身の回りのことや、家事、外出などをしなくなると、生活が不活発に

なり、老化に伴う病気やけがを引き起こしやすくなります。この病気やけがなどを予防する取り組みが

「介護予防」です。 

   お住まいの地域で行われている活動へ気軽に参加し、体力維持向上やもの忘れ予防、閉じこもりや

寝たきりの予防にお役立てください。 
 ※本冊子に掲載されていない取り組みでも、興味を持って参加することが、 介護予防につながります。 

  作成：交野市役所   福祉部高齢介護課       電話：８９３－６４００（代表） 

       (ホームページ http://www.city.katano.osaka.jp/soshiki/kaigo/)  

     社会福祉法人  交野市社会福祉協議会 電話：８９５－１１８５ 
               (ホームページ http://katano-shakyo.com/)  

○星友クラブ(老人クラブ): お問い合わせ  高齢介護課 

    市内の24地区の老人クラブで構成され、年間を通じてゲートボール大会や

グラウンドゴルフ大会、ボウリング大会や俳句大会、旅行など色々な行事を開

催したり、地域活動にも積極的に取り組んでいます。入会希望の方はお問い合

わせください。 

  (※掲載希望があったクラブのみを掲載しています) 

○元気アップ教室: お問い合わせ  高齢介護課 

   身体が動きやすくなり、転倒の予防に役立つ、交野市のオリジナル体操

「元気アップ体操」やお口の体操、頭の体操などに取り組み、楽しみながら元

気になれる教室です。体力に自身がない方や足腰が弱ってきたと感じる方でも

取り組める内容です。 

  また、高齢介護課では、新たに元気アップ教室の開設を希望される地域へ開

設サポートを行っています。詳しくはお問い合わせください。 

○ふれあい・いきいきサロン: お問い合わせ  交野市社会福祉協議会 

   地域で暮らす高齢者が、寝たきりや閉じこもりにならず、いつまでも元気

にいきいきと過ごせるよう、地域の公民館や集会所などを会場に、参加者や校

区福祉委員、地域のボランティアが共同で企画・運営しています。 

   おしゃべりを楽しんだり、無理なく身体を動かしたりとリフレッシュでき

る仲間づくりの場です。 


