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病院　・　診療所
病院名 診療科目 住所 電話番号

お元気でクリニックこれいし 内科・リハビリテーション科 田中町８－１東 ５１３－８２１８

織部病院 内科・消化器・循環器・呼吸器 田中町１０－３ ５４４－２３７７
おさこ内科・外科クリニック 内科・外科 田中町20組 ５４３－６６３３
南大分メンタルクリニック 心療内科・精神科 田中町１０－１ ５７８－９７８０
大塚眼科 眼科 田中町8－2A ５４４－４４２２
佐藤耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 田中町８－４ ５４４－６１１１

仙波整形外科
リハビリ科・整形外科
リウマチ科

大字奥田766-1 ５４３－０６０６

安部クリニック
循環器内科・内科
アレルギー科・小児科

三ケ田町１０組 ５４５－３８３８

上野醫院 内科・整形・外科 大字奥田673-1 ５４３－３２３１
福沢眼科 眼科 二又町4組 ５４４－３４３３

福祉サービス事業所
事業所名、施設名 種別 住所 電話番号

介護保険支援センターおりべ 居宅介護支援 田中町１０－３ ５４４－２３７７
居宅介護支援いずみニコライフ 居宅介護支援 田中町７－４ ５６０－３７７０
居宅介護支援事業所みんと 居宅介護支援 田中町７－３ ５４５－５７１１
ケアセンターゆぅゆぅ 訪問介護 田中町2-3-32 545－2303
てまり指定訪問介護事業所 訪問介護 二又町7－Ｈ 578－8544
いまじんヘルパーステーション 訪問介護 田中町1-1-1 534－7676
いまじんデイルーム南大分 通所介護 田中町１５－２ ５７４－６５５６
訪問看護ステーションいずみ南大分訪問看護 田中町７－４ ５６０－３７７０
南大分シティタクシー（株） 介護タクシー 田中町８－２C ５４３－５１６１

スポーツ　・　文化施設
施設名 住所 電話番号

旭町文化センター 旭町1組 ５４６－２７７２

サロン活動　・　教室
サロン活動名、教室名等 場所

ししゅうの会 田中公民館
田中町グラウンドゴルフ 南大分スポーツ公園

南大分ボランティア 田中公民館

三ケ田町グラウンドゴルフ愛好会三ケ田町若葉公園

三ケ田町老壮会 三ケ田町若葉公園周辺

卓球 三ケ田町公民館

二又おしゃべり会 二又公民館 第１木曜　10時～12時　講演、交流、音楽派遣

サロンコスモス 旭町集会所 10時～12時　偶数月の最後の月曜、体操、ゲーム、交流等

月水金　8時30分～10時30分

三ケ田町老壮会 三ケ田町公民館 年6回　10時～13時　1回500円　誕生会等

田中公民館・田中公園田中町きずな会

旭町老人会（なかよし会） 旭町集会所 4回/年11時30分～14時カラオケ、踊り等参加費あり

田中公民館 週２回　１０時～12時　　ラジオ体操、卓球　月300円卓球クラブ（田中町）

第4金曜　10時～12時　講演、カラオケ、運動、交流等田中公民館いきいきサロン

木曜　卓球

内容等

月1回13時～16時　刺しゅう、手芸、交流

備考

会議・講座・入浴・憩いの場他

週1回　8時～12時　グラウンドゴルフ

月1回　高齢者、地域行事の協力
田中町老人会　年会費1000円　健康クラブ
うたごえクラブ　園芸クラブ　グラウンドゴルフ

第3日曜　8時30分～10時30分　清掃

旭町・二又町・三ケ田町・田中町
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病院　・　診療所
病院名 診療科 住所 電話番号

大分県立病院 豊饒４７６ ５４６－７１１１
平川循環器内科クリニック 循環器科・内科 大字羽屋２７８-4 ５７４－５２８２

たねだ内科
内科・形成外科
美容外科

豊饒266番地２ ５４５－１１２２

福祉サービス事業所
事業所名、施設名 種別 住所 電話番号

訪問看護ステーションおおいた居宅 居宅介護支援 豊饒310番地の４ ５７４－７３９３

在宅ケアセンター大分 居宅介護支援 豊饒266番地２ ５４５－１１５１

庄の原苑介護保険サービスセンター南大分事業所 居宅介護支援 大字豊饒２８３番地 ５４７－７８８４

オフィスあーと 居宅介護支援 豊饒1組 ５７６－８４００

ヘルパーステーションみるく 訪問介護 豊饒３０２番地 ５１１－７２３３

庄の原苑ホームヘルパーステーション南大分事業所 訪問介護 大字豊饒２８３番地 ５４７－７８３６

訪問看護ステーションおおいた 訪問看護 豊饒310番地の４ ５７４－７３９１

たねだ内科ケアセンター（訪問リハ） 訪問リハビリ 豊饒266番地２ ５４５－１１５１

はなはな南大分デイサービスセンター 通所介護 豊饒１－２ ５４５－８875

たねだ内科 通所リハビリ 豊饒266番地２ ５４５－１１５１

はなはな有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 豊饒１－２ ５４５－８９９８

真愛（施設探しのお手伝い） 施設探し 大字豊饒447-2 ５７９－６８０１

スポーツ　・　文化施設
施設名 住所 電話番号

南大分公民館 大字豊饒76-1 ５４４－６６８８

南大分体育館 大字豊饒380番地 ５４６－７０１１

南大分温水プール 大字豊饒380番地 ５４６－７０１１

サロン活動　・　教室
サロン活動名、教室名等 場所

豊会 豊饒天満社

げんき教室 大分県看護協会

備考

会議・運動・料理・図書館等

10時～22時（月曜定休日）
大人160円

南大分ひだまり会 南大分公民館 第３木曜　10時～11時30分　転倒予防運動

豊饒グラウンドゴルフ 南大分スポーツ公園 週３回　8時～９時　グラウンドゴルフ

内容等

豊饒サロン「ひまわり」 豊饒公民館
第3水曜　10時～11時30分　合唱、
健康体操、健康講話、ゲーム等

第4水曜　14時～15時半

9時～22時　トレーニング2時間
210円　テニス、ランニング他

豊饒敬老会 豊饒公民館 5月　10時～12時　親睦（歌、演劇、食事等）

月1回　8時～9時　清掃、他年2回旅行

豊饒
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福祉サービス事業所
事業所名、施設名 種別 住所 電話番号

南大分地域包括支援センター 地域包括 畑中７－１－２ ５７３－６６８８

介護保険相談オフィス誠実 居宅介護支援 畑中１１３４－１ ５４７－９８４４

ヘルパー凪の木 訪問介護 畑中407番地１ ５４３－７７８８

訪問介護ステーション畑中 訪問介護 畑中７－１４－１ ５３５－７５１７

訪問看護ステーションあおい 訪問看護 畑中１４－１ ５３５－７１６７

訪問看護ステーション畑中 訪問看護 畑中７－１４－１ ５３５－７５１７

デイサービス凪ぎの木 通所介護 畑中407番地１ ５４３－７７８８

デイサービス畑中 通所介護 畑中７－１４－１ ５３５－７１３７

有料ホーム畑中 住宅型有料老人ホーム 畑中７－１４－１ ５３５－７１３７

有料老人ホーム凪ぎ 住宅型有料老人ホーム 畑中407番地１ ５４３－７７８８

福祉タクシーさとう 介護タクシー 畑中１３組 ５４７－１６１５

サロン活動　・　教室
サロン活動名、教室名等 場所

歌の散歩道 畑中公民館

麻雀 畑中公民館

大正琴 畑中公民館

名称 事務局

互助事業（生活支援）

週1回金曜　麻雀（水曜）、囲碁、将棋他
年会費２０００円

木曜日　大正琴

火曜、金曜、麻雀

第2火曜、1回200円　歌

畑中カラオケ カラオケ菊 水曜　カラオケ

部屋の片付け、ゴミだし、草取り、
電球の交換、買い物付き添い等
1時間500円

内容等

ささえ愛の会 南大分校区社協

内容等

サロン畑中 畑中公民館
第4月曜　10時～11時30分　カラオケ、
運動、講話等

畑中ＰＣ教室 畑中公民館
毎週木曜　10時～12時
前期2000円　後期２０００円

畑中グラウンドゴルフ 畑中西公園
火金日　（夏）8時～10時
（冬）8時半～10時半
6ケ月1000円　グラウンドゴルフ

高砂クラブ 畑中公民館

畑中
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病院　・　診療所
病院名 診療科 住所 電話番号

大分共立病院
内科・外科
物忘れ外来など

大字奥田30番地 ５４３－１１７７

福祉サービス事業所
事業所名、施設名 種別 住所 電話番号

南大分居宅介護支援センター 居宅介護支援 大字奥田30番地 ５４３－５０５０

ケアセンターゆうゆう南大分 居宅介護支援 大字奥田４１番地２ ５４３－６２８１

サンプレイス 居宅介護支援 明磧9組の２ ５４６－０７０８

ヘルパーステーションきょうりつ 訪問介護 大字奥田30番地 ５７３－５５９０

南大分通所リハビリテーション 通所リハビリ 大字奥田30番地 ５４３－６６６７

有料老人ホームきょうりつ 住宅型有料老人ホーム 大字奥田４５９－１ ５４６－５７１７

有料老人ホームゆうゆう南大分 住宅型有料老人ホーム 大字奥田４１番地２ ５４３－６２８１

グループホームきょうりつ 認知症対応型共同生活介護 大字奥田30番地の１５７３－６６７１

サロン活動　・　教室
サロン活動名、教室名等 場所

明磧三味線 明磧公民館

明磧民謡 明磧公民館

明磧ゲートボール 大石公園

尼ケ瀬カラオケ 尼ケ瀬公民館

尼ケ瀬絵手紙 尼ケ瀬公民館

尼ケ瀬囲碁クラブ 尼ケ瀬公民館

尼ケ瀬グラウンドゴルフ 大石公園

おしゃべり会

スマイルカフェ
有料老人ホームきょうりつ
横

第4木曜　13時～15時　飲み物代100円

ゲートボール

第３土曜　10時～12時
講師を招いて各種講演会や体操、音楽など

尼ケ瀬公民館

カラオケ

絵手紙

囲碁

週3回13時30分～15時30分　月500円

月２回　10時～12時　三味線の練習

週１回　13時30分～15時30分　　民謡

内容等

明磧いきいきサロン 明磧公民館
第2木曜　10時～11時30分
講師を招いて各種講演会や体操、音楽など

コスモスの会 明磧公民館
月1回1０時～11時30分
健康体操　年100円冷暖房費

明磧町 ・ 尼ケ瀬
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病院　・　診療所
病院名 診療科 住所 電話番号

内科・循環器・内分泌

消化器・呼吸器・透析

内科・外科・小児外科

こう門科・胃腸科

内分泌内科・心療内科

精神科・糖尿病代謝内科

心療内科・整形外科

リウマチ科・リハビリ科

福祉サービス事業所
事業所名、施設名 種別 住所 電話番号

居宅介護支援センター仁医会 居宅介護支援 古国府新田923番地 ５７４－５５７５
セントケア訪問看護ステーション 訪問看護 古国府２０１－１ ５４３－１００８
セントケア大分訪問入浴 訪問入浴介護 古国府２０１－１ ５４３－１０１３
デイサービス仁友 通所介護 古国府新田923番地 ５７４－５５７５
仁医会病院 通所リハビリ 古国府中新田７81番地３ ５４４－７１７１
市ヶ谷整形外科 通所リハビリ 古国府1203番地1 546-2188

ダスキンヘルスレント大分南ステーション福祉用具 古国府851番地４－１ ５４４－２２１１
トキハ福祉サービス 介護タクシー 古国府1395番地５ ５４３－３２６７
有料老人ホーム仁友の邑 住宅型有料老人ホーム 古国府新田923番地 ５７４－５５７５
グランドホーム古国府 介護付有料老人ホーム 古国府844番地 ５７３－６３５３
セントケア大分古国府 看護小規模多機能 古国府２０１－１ ５４５－２９８１
AIDA　LINK（株）大分介護施設紹介センター 施設探し 古国府9-1 ５２９－６５４１

スポーツ　・　文化施設
施設名 住所 電話番号

トップウエルネス大分 古国府９５３ ５４４－８５５１ 運動・文化教室・プール等

フィットネスクラブレフコ大分店 古国府２３４ 0120-025-237

サロン活動　・　教室
サロン活動名、教室名等 場所

めだか学級 羽屋郵便局2階 月火木金10時～11時半　子育て相談

ヨガ、運動、プール等

内容等

ふれあいサロン古国府「トンボの会」古国府公民館
第4水曜　10時30分～13時30分　講演会、ものつく
り、子供たちと昔遊び（7月・8月）　1回200円

ふれあいサロンひがし 古国府東公民館
第２・４水曜　10時～12時　介護予防、親睦、
ゲーム、懐メロ、健康講座など　　1回50円

公民館清掃、ごみ拾い、もちつき、サロン手伝い等古国府公民館古国府ボランティア

第２・４火曜　10時～11時半　1回50円
脳トレ、ストレッチ、口腔ｹｱ他

古国府公民館古国府健康教室

備考

グラウンドゴルフ リス公園 月2回

四季薔薇の会 広瀬町公民館 年3回　　高齢者とのお食事、交流

古国府東老人クラブ睦会 古国府東公民館
月1回　12時～14時　4月お花見
9月お月見　1回500円

真珠の会 古国府東公民館 年1回　一人暮らし高齢者の食事会

仁医会病院

ふるしょう医院

古国府中新田７81番地３

古国府８４４

５４４－７１７１

５７３－５５６６

古国府6組の5 ５７３－６６０１古国府クリニック

市ケ谷整形外科 古国府１２０３－１ ５４６－２１８８

古国府 ・ 古国府東 ・ 広瀬町
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病院　・　診療所
病院名 診療科 住所 電話番号

内科・呼吸器・循環器
リハビリ科・麻酔科
内科・呼吸器・循環器
リハビリ科・透析など

たなか眼科 眼科 大字羽屋１１８－６ ５４４－３３１１
ほうふ耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 大字羽屋１１８－１ ５４６－８７４１

福祉サービス事業所
事業所名、施設名 種別 住所 電話番号

大分記念病院訪問介護ステーション 訪問介護 羽屋９組 554－5577

大分記念病院訪問看護ステーション 訪問看護 羽屋９組 ５５４－５５６６

Greenガーデン訪問看護ステーション訪問看護 羽屋２１１－２－２F ５１１－１７４７

大分記念病院 訪問リハビリ 羽屋９－５ ５４３－５００５

デイサービスすずね 通所介護 羽屋９－２ ５４６－３８８５

デイサービス森のコーラス 通所介護 羽屋9組 ５４３－６４００

住宅型有料ホームはやの里 住宅型有料老人ホーム 羽屋９組 ５４３－６４００

サービス付き高齢者向け住宅涼音 サービス付高齢者向け住宅 羽屋９－２ ５４６－３８８５

サロン活動　・　教室

サロン活動名、教室名等 場所

花園グラウンドゴルフ 河川敷

羽屋老壮会 羽屋公民館
年6回　誕生日会、新年会、研修旅行、
定例会、神社の掃除、草取り　年間3000円

8時半～10時　グラウンドゴルフ

花園お助け隊
10分100円　60分600円　電球取替え、
草取りなど

花園ボランティア

羽屋ボランティア 神社、羽屋天満社等
年5回、清掃　年2回
独居高齢者への弁当作り、配達

羽屋ゲートボールクラブ

羽屋グラウンドゴルフクラブ 南大分スポーツパーク 毎日8時30分～11時　グラウンドゴルフ

羽屋ひまわりサロン 羽屋公民館 10時～12時　リハビリ体操、ゲーム他

南大分スポーツパーク
毎日8時30分～11時（盆正月は休み）
ゲートボール

内容等

花園ふれあいサロン 花園公民館
第2・４水曜　10時～12時　講演会、食事会、
健康体操、誕生会　1回300円

花園老人会 花園公民館 月1回　誕生日会、講演会　年間2000円

羽屋９－５

羽屋4組１－B ５４５－１０１１

５４３－５００５

ペインクリニック内科いけべ医院

大分記念病院

羽屋 ・ 羽屋新町 ・ 花園
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病院　・　診療所
病院名 診療科 住所 電話番号

おおいたメディカルクリニック 内科・外科・消化器内科 上田町８－１ ５４３－５００１

福祉サービス事業所
事業所名、施設名 種別 住所 電話番号

ケアポータル恵の杜 居宅介護支援 南太平寺6組 ５４３－９８１５

Greenガーデン南大分居宅介護支援センター 居宅介護支援 大字羽屋１０５－１ ５７８－７１００

介護保険相談室あさがお 居宅介護支援 大字羽屋１５３－５ ５４５－５２００

太平の里ヘルパーステーション 訪問介護 南太平寺2組の３ ５１４－００３１

ヘルパーステーション恵 訪問介護 南太平寺6組 ５４３－９８１５

あおぞらヘルパーステーション企業組合 訪問介護 大字羽屋１０９－５ ５４５－１２３２

太平の里デイサービスセンター 通所介護 南太平寺2組の３ ５１４－００２３

Greenガーデン南大分デイサービス 通所介護 大字羽屋１０５－１ ５７４－８８７１

生活支援ハウス太平の里 生活支援ハウス 南太平寺2組の３ ５１４－００１５

Greenガーデン南大分 地域密着型特別養護老人ホーム 大字羽屋１０５－１ ５７４－９７８１

サロン活動　・　教室
サロン活動名、教室名等 場所

上田町卓球クラブ

子供見守り会

ふれあい散歩 週2回程度　防犯パトロール

土曜午前

ホルト会 上田町集会所
第3日曜、打ち合わせ、講演
旅行　年間4000円

月水金　下校時見守り

内容等

南太平寺グラウンドゴルフ 南太平寺公園
火金9時～11時　夏休み等はお休み
グラウンドゴルフ　年間2000円

こども安全パトロールの会 町内2箇所 週5日　小学生下校時間

南太平寺カラオケクラブ同好会 南太平寺公民館 第２・第４金曜　13時３０分～15時30分

豊府健康体操教室 Greenガーデン南大分 第１・第３木曜　14時～15時半

上田町ゲートボールクラブ 上田町集会所横 8時30分～10時頃　夏休み等はお休み

すこやか会 南太平寺公民館
年5回　10時～13時　親睦会、体操、
演劇　1回500円

南太平寺 ・ 上田町
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メモ
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【電話】573-6688　　　　　　　【ＦＡＸ】573-6747

【住所】　大分市畑中3丁目2番19号　コーポ矢野第二102号

南大分地域包括支援センター　　

教室の追加や変更・事業所の新規開設などがありましたらお知らせください。

駐車スペース

⑯～⑳、㉖～㉛

駐車場
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