
☆おすすめポイント

岩屋安心地区推進協議会のボランティア代

表者運営部会が運営しています。空き家を

活用し、誰でも気軽に集まり、お茶を飲んで

おしゃべりを楽しめます。

☎問い合わせ先

淡路市社協地域支えあいセンターいわや

                    TEL:72-0084

☆おすすめポイント☆

歌・ダンス・野外活動・森での調理実習・卓

球バレー・風船バレー・和太鼓体験など皆が

楽しめる時間を作り出すことを大切に、年間

7～10 回活動しています。

☎問い合わせ先

http://araya-yasutoshi.cocolog-nifty.com/blog/

検索キーワード→わいわいサークル活動記録

☆おすすめポイント

障がいのある人たちが活動する事業所など

の情報発信の拠点であるとともに、誰もが

自由に利用できるフリースペースとしても活

用されています。ミーティング等で使用され

る場合は事前予約が必要です。

☎問い合わせ先

淡路市社会福祉協議会 TEL:62-5215

☆おすすめポイント

「自分の責任で自由に遊ぶ」自然いっぱい

の冒険遊び場です。子どもも大人も女も男も

障がいのある人もない人も島の人も都会の

人も『自分が自分らしくいられる』冒険の森で

す。

☎問い合わせ先

冒険の森・森番 TEL:090-4496-8066

☆おすすめポイント

障がいのある人を中心に、誰もが暮らしや

すいまちづくりや、つながりづくりを行ってい

ます。食事会や野外活動、屋台体験などを

通じた交流の機会です。淡路市社協広報誌

に随時開催案内を掲載しています。

☎問い合わせ先

淡路市社会福祉協議会 TEL:62-5215

☆おすすめポイント

1999 年に仮設住宅から始まった喫茶型の

ふれあいサロン「がじゅまる」。誰もが自由に

気軽に集える場として地域住民や施設入居

者、近隣の作業所などの共生拠点となって

います。

☎問い合わせ先

久留麻老人福祉センター TEL:74-3566

岩屋地域生活拠点「つながり」

（岩屋商店街内）

水のみ 10：00～16：00、その他→13：30～16：00

プレイパーク淡路島冒険の森

（淡路市楠本 314）

第 2・4 日曜日 10：00～16：00

わいわいサークル

（淡路市子育て支援センター・

淡路島冒険の森）

ふれあいサロン がじゅまる

（久留麻老人福祉センター）

毎週火・木 10：00～12：00

センターサロン「寄り道」

（イオン淡路店 1 階・アルクリオ内）

くらす連絡会 つながりシリーズ

（淡路市内各所）

不定期開催

淡路障害者自立支援協議会 くらす連絡会では、

障がいのある人たちの余暇（休日等）の過ごし方

について意見交換をしてきました。参加者の方や

関係者から、おすすめの場所などの情報を集めて

『淡路島余暇よかマップ』を作成しました。

皆さんの日常生活にぜひお役立て下さい！

おいしい!! お食事処

いづかしの杜 なんでも屋 ＜TEL：80-2678＞

☆営業時間 9：00～16：00 （定休日：日曜日）

さぬきうどん幸来     ＜TEL：70-1546＞

☆営業時間 11：00～16：00 （定休日：日曜日）

食堂ひとやすみ      ＜TEL：72-0022＞

☆営業時間 8：30～15：30  （定休日：水・日・祝日）

こちらもおすすめ!! 地域のイベント

がいな！ハピくるまつり（岩屋・10 月）

東浦ふれあいまつり（東浦・10 月）

つな福祉まつり（津名・10 月）

いちのみやの小さな福祉まつり（一宮・11 月）

よっておいでよ！つながろフェスタ（北淡・11 月）

共に生きるつどい（11 月頃）

若人の広場

淡路ふれあい公園

淡路ファームパークイングランドの丘

慶野松原

アスパ五色

あわじ花さじき

淡路市立香りの公園

静の里公園

江崎灯台

大浜公園

洲本城

高田屋嘉兵衛公園

生石公園

道の駅「あわじ」

道の駅「うずしお」



☆おすすめポイント

海のすぐ横にある建物の中でバーベキュー

やピザ窯を使ったピザづくりが出来ます。ト

イレには、スロープや手すりが設置されてい

ます。

☎問い合わせ先

民宿 西田荘 TEL:35-0532

☆おすすめポイント

障がいのある方やその家族がつどい、それ

ぞれが自由に絵や工作を楽しめる場所で

す。また、毎回プログラムを準備しており、み

んなで一緒に取り組むこともできます。

☎問い合わせ先

洲本市社会福祉協議会 TEL:26-0022

☆おすすめポイント

旧中学校跡を活用して地域の人が誰でも気

軽につどえる場所となっています。様々な催

しが行われており、ピザ窯もありますので、

まずはお問い合わせください。

☎問い合わせ先

中川原高齢者・障がい者地域ふれあいセンター

TEL：28-0990

☆おすすめポイント

障がいのある子どもやその家族がつどい、

体育館の中でスポーツなど体を動かしてい

ます。毎回プログラムを決めてみんなで楽し

んでいます。

☎問い合わせ先

洲本市社会福祉協議会 TEL:26-0022

☆おすすめポイント

ボランティアの皆さんが運営されている喫茶

サロンです。開設時間に誰でも自由に行くこ

とが出来ます。認知症の方も介護者の方も

つどっています。

☎問い合わせ先

洲本市社会福祉協議会 TEL:26-0022

☆おすすめポイント

元民生委員が中心となって運営されている

喫茶サロンです。開設時に誰でも自由に行く

ことが出来ます。コーヒー、紅茶などの飲み

物は 100 円。

☎問い合わせ先

洲本市社会福祉協議会 TEL:26-0022

民宿 西田荘 癒やし庵

（洲本市五色町鳥飼浦 731-5）

ふれあい広場 桜ヶ丘

（中川原高齢者・障がい者地域ふれあいセンター）

みんなのアートひろば友遊

（やまて会館）

毎月第 3 土曜日 14：00～16：00

きさらぎ喫茶

（やまて会館）

毎月第 1 火曜日 9：30～11：30

オレンジカフェ「やすらぎ学園」

（やまて会館）

毎月第 1・2 金曜日 10：00～15：00

つながりスポーツ

（中川原ふれ愛センター）

年間 6 回（土曜日）14：00～16：00

こちらもおすすめ!! 地域のイベント

城下町洲本レトロなまち歩き（4・10 月）

ふれ愛まつり（10 月）

ふれあい歳の市（12 月）

サンタクロースマラソン（12 月）

おいしい!! お食事処

Lunch＆café AMI♡AMI ＜TEL：23-2005＞

☆営業時間 10：00～18：00 （定休日：日曜日）

農園レストラン「夢蔵」 ＜TEL：30-2260＞

☆営業時間 11：30～14：30（14:00 ラストオーダー） ＊土日のみ営業

こみち食堂       ＜TEL：22-1874＞

☆営業時間 11：00～16：00 （定休日：木曜日）

☆おすすめポイント

市内のさまざまな障がいのある方と出会

え、素敵な仲間が増えます。

お花見やクリスマス会などイベントも盛りだ

くさんです。

☎問い合わせ先

南あわじ市社会福祉協議会 TEL:44-3007

☆おすすめポイント

ふうせんバレーやサッカーなどみんなで楽し

くスポーツができます。

日頃の運動不足の解消やストレス発散に

も、一緒に楽しく身体を動かしましょう！

☎問い合わせ先

南あわじ市社会福祉協議会 TEL:44-3007

☆おすすめポイント

一人でぼーっとしたい時に！他の海より静

かなので海の音を聞きながらゆっくり時間を

過ごせます。釣りのスポットでもあり、穴場。

☆おすすめポイント

図書館の中でも一番のお気に入り！程よい

広さと明るさなので、とても落ち着きます。本

もたくさんあり、自分の時間をゆっくり過ごし

たいときにはぴったり！

☎問い合わせ先

中央公民館図書室   TEL:43-5037

よかさ～くる「あつまらんか！」

（広田地区公民館）

長期休暇中に不定期開催

スポーツ交流教室

（丸山地区公民館、三原健康広場 ）

年間 6 回開催・14：00～15：30

つながりサロン

（南あわじ市社協みはら支部他）

2 ヶ月に 1 回開催

中央公民館図書室

（南あわじ市市三條 880）

開館時間 9：30～19：00 休館日：月曜他

湊港

（南あわじ市湊）

おいしい!! お食事処

Relax Café コパンえんぎょうじ ＜TEL：42-2877＞

☆営業時間（月～金）9：00～19：00    

（ 土 ） 10：00～18：30 （定休日：日・祝日）

ブランジェリー コパンじとほ   ＜TEL：42-7203＞

☆営業時間 8：00～19：00     （定休日：日曜・月曜）

こちらもおすすめ!! 地域のイベント

みどりふれあい福祉のつどい（10 月）

せいだんふれあい交流のつどい（10 月）

みはら福祉の集い（11 月）

なんだん福祉まつり（11 月）

津波防災フォーラム・福良うずまるフェスタ（9 月）

人権フェスティバル（8 月・12 月）

☆おすすめポイント

みんなで思いっきり遊べて長期休みの思い

出に！保護者の方のリフレッシュの機会に

も！ぜひご参加ください。（対象：市内在住

の障がいのある小学 1 年生～高校 3 年生）

☎問い合わせ先

南あわじ市社会福祉協議会 TEL：44-3007

☆おすすめポイント

喫茶だけでなく、ギャラリーや交流活動、居

場所としていつでも気軽に行けるところがオ

ススメです！

☎問い合わせ先

NPO 法人“いちばん星”  TEL：42-5556

NPO 法人“いちばん星”

（南あわじ市市福永 572）

営業時間 9：30～16：30 定休日：日・祝・冬季


