
　

（地域活動編）H30 12.20現在
各番号の詳細は、「やっぴーMAP」をご覧ください★
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Ｈ28（実績） Ｈ37（推計） Ｈ28（実績） Ｈ37（推計）
総数 12,526 11,568 総数 10,453 10,116
0-14歳 1,593 1,258 0-14歳 1,279 1,057
15-64歳 7,576 7,152 15-64歳 6,425 6,227
65歳以上 3,357 3,158 65歳以上 2,749 2,832
うち75歳以上 1,695 1,763 うち75歳以上 1,207 1,465
高齢化率 26.8% 27.3% 高齢化率 26.3% 28.0% 高齢化率 27.2%
後期高齢化率 13.5% 15.2% 後期高齢化率 11.5% 14.5% 後期高齢化率 12.5%
後期高齢者一人を
支える人数 5.4人 4.8人 後期高齢者一人を

支える人数 6.4人 5人

★八尾小学校区★ ★安中小学校区★

八尾市（平均）

八尾市社会福祉協議会　第1層生活支援コーディネーター：０７２－９９１－１１６１

私は、こんなまちに

住みたい💛

私ができる

ことは、

私は、この町の

ここが好き♡

私は、

これがしたい！

私たち社協職員は、みなさまが「この地域に住んで良かった」と思ってもらえるまちづくりを目指しています！

地域のことをもっと教えてください♪
🍀アンケート🍀
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成法（中）
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「健康ハイキング」

場所*東郷会館～八尾木近郊

日時*年2～3回(3・6・11月頃)
対象者*福祉委員会会員で60歳以上の方
参加費*300円

「安中フェスタ」
場所*安中小学校

日時*毎年11月
対象者*安中地区の人
参加費*さまざま

「小ざくら会 食事会」
場所*東郷会館
(東本町1-5-1)

日時*4・9・2月の第4(日)11:30～13:30
対象者*小ざくら会(八尾小校区第1地区一人暮らし老人の
会)
参加費*100円

「小ざくら会 茶話会」
場所*東郷会館
(東本町1-5-1)

日時*6・11・12月の第4(日)13:30～15:30
対象者*小ざくら会(八尾小校区第1地区一人暮らし老人の
会)
参加費*100円

「やっぴーMAP」　　　　※「やお地域資源MAP（地域活動編)H30 12.20」とあわせてご覧ください。

名称 内容

「長生園」
(成法中学校区高齢者あんしん

センター)
住所*光南町1-4-8

八尾･安中小学校区の高齢者相談窓口
電話*072-991-0182
FAX*072-991-1523

「ふれあい喫茶」
場所*安中小学校区集会所(八

尾市安中町3-8)

日時*偶数月第3(金)10:00～12:00
対象者*安中地区の人
参加費*100円



　

7

8

9

10

11

12
「いきいきサロン」
場所*本六北会館

(八尾市宮町１丁目３)

日時*第4(日)13時～15時
対象者*ひとり暮らし高齢者
参加費*0

「1年生徒との交流」
場所*八尾小学校

日時*毎年2月
対象者*いきいき会(水仙の会=八尾第3地区ひとり暮らし老
人の会＆高齢ｸﾗﾌﾞ)
参加費*0

「はとぽっぽ安中」(子育て広場)
場所*安中会館

(八尾市安中町１丁目６−１５)

日時*第３(木)10：00～11：30（※8・1月は休み、朝8時現在で
雨天の場合は中止）
対象*０歳～就学前児
参加費*0
連絡先０７２－９９１－１１６１（八尾市社会福祉協議会）

「食事会」
場所*本六北会館

(八尾市宮町１丁目３)

日時*第4(日)11:00-13:00
対象者*ひとり暮らし高齢者
参加費*0

「流し節正調河内音頭の夕べ」
場所*常光寺

(八尾市本町5-8-1)

日時*毎年8月
対象者*第２地区の住民の方
参加費*0

「いきいきサロン」
場所*社会福祉会館2階

日時*第3(土)9:30-12:00
対象者*いきいき会(水仙の会=八尾第3地区ひとり暮らし老
人の会＆高齢ｸﾗﾌﾞ)
参加費*0
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「世代間交流」
場所*安中小学校

日時*不定期(年4-5回)

「八尾山の会」
住所*本町3－4－17

自然保護（清掃登山、立ち枯れ調査）環境問題、
ボランティア（障がい者への登山支援

日時*会議・2か月に1回
　　登山、クライミング例会・月2回
　　ボランティア・月1回
対象者*誰でも
参加費*年会費6,000円
連絡先*072－994－2761(担当：本田さん)

「世代間交流」
場所*本六北会館

(八尾市宮町１丁目３)

日時*年1回　2月の第4(日)
対象者*ひとり暮らし高齢者
参加費*0

「食事会」
場所*社会福祉会館

日時*第(土)3
対象者*水仙の会(八尾第3地区ひとり暮らし老人の会＆高
齢クラブ)
参加費*0
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「熟年サークルなごみ」
住所*八尾市本町１丁目１−５

子育て会､デイサービス等へ折り紙指導、
サークル（折り紙、おもちゃ作り、パッチワーク）
社会見学、ハイキング、旅行

日時*第３（金）
対象者*誰でも
参加費*年会費1000円　活動費は実費
連絡先*072—924－6508（担当：上田さん）

「八尾　たまり場」
場所*医療生協かわち野成法支

部ひだまり
(光南町1－5－10)

茶道・映画鑑賞・パソコン教室・大正琴・健康麻雀など

日時*活動内容によりさまざま
対象者*誰でも
参加費*さまざま
連絡先*072－925－8755（ふれあいセンター八尾3階地域交
流センター)

「犬の家アッシュ・ヴィー」
住所*八尾市東本町4－2－34

アニマルセラピー活動
日時*第１（日）12:30～14:30
対象者*犬を飼っている方、月1回の集会に集まれる方、現
地集合できる方
参加費*年会費無し
連絡先*080-5338-1966（担当：川端さん）
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「食事会」
場所＊安中小学校

日時＊２月
対象者＊ひとり暮らし高齢者
参加費＊２００円

「バザーカフェ」
場所*医療生協かわち野成法支
部 ひだまり(光南町1－5－10)

日時*毎週金曜日　10:00～11:30
(第２金曜日は休み）
対象者*誰でも
参加費*100円
連絡先*072－925－8755
（ふれあいセンター八尾3階地域交流センター)

「ディスコン」
場所*社会福祉会館内(本町2-

4-10)

日時*第２（月）13:00～15:00、第４(水)17:00～19:00
対象者*高齢者
参加費*無料
内容*【ユニバーサルスポーツ）ディスコン
連絡先*八尾ディスコン協会
　　　　　072－949－3495（早瀬さん）

「緑のボランティア」(公園清掃)
場所*本町公園3丁目

日時*市政だよりに掲載
対象者*誰でも
費用*0
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「健康体操、押し絵講習、他」
場所*ＪＡ大阪中河内 八尾駅前

支店(東本町3-8-15)

対象*女性会会員
年会費*1200円
連絡先*活動の詳細は下記までお問合せください。
　　　　　０７２－９２２－２５２５

「ひまわりカフェ」
場所*社会福祉会館３Ｆ老人セ

ンター(本町2-4-10)

日時*毎週金曜日　13：00～15：00
対象者*どなたでも
参加費*100円
連絡先*072－991-1161(社会福祉協議会）

「ふれあいサロン　えんがわ
ホーホケキョ」

場所*光専寺境内(本町7-9-2)

日時*毎週水・木曜日　1１：00～15：00
対象者*どなたでも
参加費*飲料100円　ランチ400円
連絡先*072－928-3848(センタ―　つどい）


