障がい者のスポーツ・レクリエーション活動や芸術・文化活動に関する情報 【場所（施設）の一覧情報】
ご注意
・平成29年度時点の場所（施設）情報です。
・最新情報や、より詳しくお知りになりたい場合は、一覧表に記載の「お問合せ連絡先」に直接お問合せください
地域

南河内

南河内

情報の
提供団体名
富田林市

富田林市

施設の名称

施設の住所

富田林市立中央図書館

富田林市本町16-28

富田林市立金剛図書館

富田林市高辺台2-1-2

施設の案内

図書館

図書館

南河内

富田林市

富田林市立中央公民館

富田林市本町16-28

公民館、貸館

南河内

富田林市

富田林市立東公民館

富田林市山中田町1-5-50

公民館、貸館

南河内

富田林市

富田林市立金剛公民館

富田林市高辺台2-1-2

公民館、貸館

南河内

富田林市

富田林市立総合福祉会館
（富田林市社会福祉協議会）

富田林市宮甲田町9-9

南河内

富田林市

コミュニテイーセンターかがりの郷
（富田林市社会福祉協議会）

富田林市南大伴町4-4-1

南河内

南河内

富田林市

富田林市立総合スポーツ公園

富田林市佐備2467-1

南河内

富田林市

農業公園

南河内

富田林市

富田林市立市民総合体育館

体育施設、貸館事業

すばるホール

富田林市桜ヶ丘町2-8

対面朗読サービス。録音図書、点
字図書の貸し出し。郵送貸し出し
電話 0721-28-1171
サービス。LLブックコーナーの設
FAX 0721-29-5900
置
福祉トイレの設置

電話 0721-24-3333
FAX 0721-26-1966

福祉トイレの設置

電話 0721-25-1772
FAX 0721-26-1977

福祉トイレの設置

電話 0721-28-1121
FAX 0721-29-5900

レインボーホール内、福祉セン
ターに和室、カラオケ―ルーム、
貸館事業（多目的ホール、
電話 0721-25-1117
お風呂有り。（お風呂１回100
お風呂あり）
FAX 0721-24-5996
円）

サバ―ファーム（富田林市農業公園サバ
富田林市甘南備2300
―ファーム）

富田林市

対面朗読サービス。録音図書、点
字図書の貸し出し。郵送貸し出し 電話 0721-25-4921
サービス。
FAX 0721-25-4932

車いす・施設内スロープ有り。障
スポーツ施設（多目的競技
がい者の団体が利用するとき、夜
場
電話 0721-35-2121
間照明設備以外の利用料金の全額
野球場、ゲートボール場、
FAX 0721-35-2122
を免除
わんぱく広場）

レインボーホール（富田林市市民会館） 富田林市粟ヶ池町2969-5

南河内

お問合せ連絡先

高齢者、母子、障がい者が マイクロバスによる定期送迎バス
電話 0721-25-8261
利用
を運行（毎週火・金曜日）
FAX 0721-25-8230
貸館事業、お風呂あり
「ハートビル法」の認定を受けた 電話 0721-20-6070
貸館事業、お風呂あり
施設
FAX 0721-20-6075

富田林市

富田林市美山台4-1

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報

障がい者手帳をお持ちの方に対
し、入場料の割引制度あり。（半 電話 0721-35-3500
額に割引）
FAX 0721-34-2700
障がい者の方の利用料一部施設10
電話 0721-24-2265
割減免。
FAX 0721-25-1440

障がい者手帳お持ちの方は,プラ
コンサート、演劇、講演等 ネタリウム無料。多目的トイレ設 電話 0721-25-0222
（貸館業務）
置。
FAX 0721-25-0550
介護老人保健施設、在宅介
護支援施設、健康づくり世 障がい者手帳お持ちの方プール使
代間交流施設（プール、ト 用料小・中学生、満60歳以上の人 電話 0721-28-8600
レーニングルーム、貸館、 と同額
FAX 0721-28-8639
講座あり）

施設の参考URL
http://www.city.tondabayashi.osak
a.jp/public/section/library/index
.html
http://www.city.tondabayashi.osak
a.jp/public/section/library/index
.html
http://www.city.tondabayashi.osak
a.jp/public/section/kouminkan/
http://www.city.tondabayashi.osak
a.jp/public/section/kouminkan/
http://www.city.tondabayashi.osak
a.jp/public/section/kouminkan/
http://www6.ocn.ne.jp/~t.shakyo/w
elfarehall.html
http://www6.ocn.ne.jp/~t.shakyo/k
agari.html
http://www.pbk.jp/sportspark_tondabayashi/

http://www.rainbowhall.jp/

http://www.savor-farm.or.jp/
http://pbk.jp/sports_tondabayashi/gym.html
http://www.tondabayashiculture.org/

南河内

富田林市

けあぱる（富田林市ケアセンター）

富田林市向陽台1-4-30

南河内

富田林市

重要文化財

富田林市富田林町14-31

重要文化財、館内見学可

障がい者手帳お持ちの方と介護者
1人のみ入館料等免除
電話 0721-23-6117

http://www.city.tondabayashi.osak
a.jp/contents5/category01/sugiyam
a.html

南河内

富田林市

きらめきファクトリー

富田林市本町19-8

観光交流施設

障がい者用トイレあり

電話 0721-24-5500

http：//tonkira.jp/

富田林市常磐町16-11

生涯学習活動のためのスタ
ディルーム、グループ活動
障がい者用トイレあり
室、ワーキングルームがあ
ります。

電話 0721-26-8056

http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/p
ublic/section/syakaikyouiku/topic.html

南河内

南河内

富田林市

河内長野市

旧杉山家住宅

topic富田林市らめき創造館

障がい者福祉センター「あかみね」

河内長野市小山田町379-16

河内長野市大師町26-1

障がい者手帳を交付された方もご
電話 0721-65-0123
利用できます。
FAX 0721-65-0124

河内長野市小山田町1824-4

障がい者手帳を交付された方もご
電話 0721-54-0773
利用できます。
FAX 0721-54-2163

南河内

河内長野市

河内長野市立福祉センター

南河内

河内長野市

河内長野市立小山田地域福祉センター

南河内

河内長野市

河内長野市立小山田コミュニティセンター河内長野市小山田町1824-4

南河内

河内長野市

河内長野市立清見台地域福祉センター

河内長野市

河内長野市清見台4丁目18河内長野市立清見台コミュニティセンター
2

河内長野市

河内長野市立健康支援センター（ウェル
河内長野市三日市町32-1
ネス フォレスト三日市）

会員登録時に障がい者手帳をご提
示いただいた方に対して、利用料 電話 0721-62-1919
割引制度があります。
FAX 0721-62-1900

河内長野市

河内長野市立三日市市民ホール（フォレ
河内長野市三日市町32-1
スト三日市ビル3階）

フォレスト三日市ビル内に障がい
者用駐車場、同ビル3階フロアに 電話 0721-62-1313
多目的トイレがあります。
FAX 0721-62-1900
ノバティながの敷地内に障がい者
用駐車場、南館3階フロアに障が 電話 0721-56-2360
い者用トイレがあります。
FAX 0721-56-0701

南河内

南河内

南河内

錦渓苑

市内に居住する障がい者と介護者
の方が利用できます。各種講習や 電話 0721-56-1590
クラブ活動を開催しています。
FAX 0721-56-1592

障がい者用駐車場あり
障がい者用トイレあり

電話 0721-54-0773
FAX 0721-54-2163

障がい者手帳を交付された方もご
電話 0721-62-7799
利用できます。
FAX 0721-60-2028

河内長野市清見台4丁目182

障がい者用駐車場あり
障がい者用トイレあり

電話 0721-62-7799
FAX 0721-60-2028

http://carepal.or.jp/

http://www.pure.ne.jp/~akamine/
http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/kakuka/kenkoutyoujyu/ikiikikou
reika/gyoumu/kinkeien/12844456063
28.html
http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/kakuka/kenkoutyoujyu/ikiikikou
reika/gyoumu/ayata/koyamadachiiki
hukushisenta_.html
http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/ayata_hall.
html
http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/kakuka/kenkoutyoujyu/ikiikikou
reika/gyoumu/kusunoka/kiyomidaich
iikifukushisennta.html
http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/kusunoka_ha
ll.html
http://www18.ocn.ne.jp/"w-forest/
http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/mikkaichi_h
all.html
http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/nobaty_hall
.html

南河内

河内長野市

ノバティホール（ノバティながの南館3
階）

河内長野市長野町5-1-303

南河内

河内長野市

岩湧の森「四季彩館」

河内長野市加賀田3822-1

障がい者向け駐車場を設置してお
電話 0721-63-5986
ります。
FAX 0721-63-5986

http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/shikisaikan/

南河内

河内長野市

河内長野市立林業総合センター「木根
館」

河内長野市高向1818-1

障がい者向け駐車場を設置してお
電話 0721-64-8151
ります。
FAX 0721-63-0930

http://www.sinrin.org/kinkonkan/i
ndex.html

河内長野市

みのでホール（河内長野市立日野コミュ
河内長野市日野980
ニティセンター）

多目的トイレ（オスメイト対応）
電話 0721-50-1203
車いす用駐車場（２台）
FAX 0721-50-1204

http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/minode_hall
.html

南河内

南河内

河内長野市

河内長野市立図書館

河内長野市昭栄町7-1

貸館施設（多目的室・和
室・娯楽室・調理室等）

図書館

南河内

河内長野市

ラブリーホール（河内長野市立文化会
館）

河内長野市西代町１２－４
文化会館
６

南河内

河内長野市

河内長野市立ふるさと歴史学習館

河内長野市高向２２３０－
資料館
５

南河内

南河内

河内長野市

河内長野市

録音図書・点字図書・さわる絵本
の貸出、対面朗読や郵送での図書
電話0721-52-6933
の貸出をしています。障がい者用
ＦＡＸ0721-52-6996
駐車場・トイレがあります。
車椅子席４席、多目的トイレ３カ
所（内オストメイト対応１カ
所）、スロープ、貸出し車椅子２ 電話 0721-56-6100
台があります。障がい者と介護者 FAX 0721-56-6111
の方に一部事業で割引制度あり。
スロープ、多目的トイレ１カ所、
電話 0721-64-1560
貸出し車椅子１台があります。
FAX 0721-64-1900

多目的トイレはあります。その他
の障がい者向けの設備情報につい
河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森セ 〒586-0072
資料館及び青少年活動セン
電話 0721-63-0201
ては、直接施設にお問い合わせく
ンター
河内長野市滝畑４８３－３ ター
FAX 0721-63-0204
ださい。
河内長野市立川上公民館

河内長野市寺元501

障がい者用駐車場あり
障がい者用トイレあり

電話 0721-65-1612
FAX 0721-65-1612

https://www1.city.kawachinagano.lg.jp/

http://www.lovelyhall.com/index.c
gi
http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/static/kakuka/kyousha/historyhp/index.htm
http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/kakuka/syougaigakusyuu/furusat
o/gyoumu/shukuhaku/
http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/index.html

障がい者のスポーツ・レクリエーション活動や芸術・文化活動に関する情報 【場所（施設）の一覧情報】
ご注意
・平成29年度時点の場所（施設）情報です。
・最新情報や、より詳しくお知りになりたい場合は、一覧表に記載の「お問合せ連絡先」に直接お問合せください
障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報

地域

情報の
提供団体名

施設の名称

南河内

河内長野市

河内長野市立加賀田公民館

河内長野市加賀田617-4

ゆずりあい駐車区画あり
障がい者用トイレあり

南河内

河内長野市

河内長野市立高向公民館

河内長野市高向515-3617-5

障がい者用駐車場あり
障がい者用トイレあり

南河内

河内長野市

河内長野市立千代田公民館

河内長野市木戸西町1-2-9

ゆずりあい駐車区画あり
障がい者用トイレあり

施設の住所

施設の案内

お問合せ連絡先

施設の参考URL

電話 0721-62-2116
FAX 0721-62-2116

http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/index.html

電話 0721-54-4548
FAX 0721-54-4548

http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/index.html

電話 0721-55-1125
FAX 0721-55-1196

http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/index.html

電話 0721-62-6155
FAX 0721-62-6196

http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/index.html

電話 0721-63-4074
FAX 0721-63-4074

http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/index.html

電話 0721-55-6191
FAX 0721-55-6191

http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/index.html

電話 0721-63-1131
FAX 0721-63-1194

http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/index.html

電話 0721-54-0001
FAX 0721-54-0004

http://www1.city.kawachinagano.lg
.jp/kiccs/

電話 0721-65-0121
FAX 0721-65-0122

http://www.city.kawachinagano.lg.
jp/manabiyan/facility/taiikukan.h
tml

南河内

河内長野市

河内長野市立三日市公民館

河内長野市三日市町288-1

ゆずりあい駐車区画あり
障がい者用トイレあり

南河内

河内長野市

河内長野市立天見公民館

河内長野市岩瀬1244

障がい者用駐車場あり
障がい者用トイレあり

南河内

河内長野市

河内長野市立天野公民館

河内長野市天野町1520-5

障がい者用駐車場あり
障がい者用トイレあり

南河内

河内長野市

河内長野市市立南花台公民館

河内長野市南花台8-4-1

障がい者用駐車場あり
障がい者用トイレあり

南河内

河内長野市

河内長野市立市民交流センター

河内長野市昭栄町７－１

障がい者用駐車場あり
障がい者用トイレあり

南河内

河内長野市

河内長野市立市民総合体育館

河内長野市大師町25-1

障がい者用駐車場１台
障がい者用トイレ１ヶ所

南河内

松原市

総合福祉会館

松原市新堂１丁目５８９番
地の６

障がい者団体の申込みにより、利
電話 072-336-0805
用料が無料になります。
FAX 072-336-0807

http://www.city.matsubara.osaka.j
p/index.cfm/7,0,60,318,html

障がい者手帳の提示、又は申し込
みをすると、利用料が半額になり 電話 072-337-0270
ます。
FAX 072-337-0264

http://www.city.matsubara.osaka.j
p/index.cfm/10,0,92,html

南河内

松原市

市民体育館

松原市田井城3丁目1番37号

南河内

松原市

市民プール

松原市田井城３丁目１１１
番地の１

障がい者手帳の提示をすると、利
電話 072-337-0203
用料が半額になります。
FAX 072-337-0264

http://www.city.matsubara.osaka.j
p/index.cfm/10,0,92,html

市民道夢館

松原市阿保4丁目210番地の
7

障がい者手帳の提示、又は申し込
みをすると、利用料が半額になり 電話 072-338-0500
ます。
FAX 072-338‐0580

http://www.city.matsubara.osaka.j
p/index.cfm/10,0,92,html

障がい者手帳の提示、又は申し込
みをすると、利用料が半額になり 電話 072-336-6800
ます。
FAX 072-336-4877

http://www1.odn.ne.jp/matsubarayumeta/furusato/index.html

障がい者手帳の提示、又は申し込
みをすると、利用料が半額になり 電話 072-334-2111
ます。
FAX 072-334-2055

http://www1.odn.ne.jp/matsubarayumeta/youmenity/index.html

障がい者手帳の提示、又は申し込
みをすると、利用料が半額になり 電話 072-336-5755
ます。
FAX 072-336-5763

http://www1.odn.ne.jp/matsubarayumeta/bunka/index.html

南河内

南河内

南河内

松原市

松原市

松原市民ふるさとぴあプラザ

松原市

松原情報文化アメニティセンター
（ゆめニティプラザ）

松原市上田7丁目11番19号

松原市上田3丁目6番1号

南河内

松原市

松原市文化会館

南河内

松原市

公民館(松原・中央・天美・新町・三宅）

南河内

松原市

松原図書館

松原市田井城1丁目2番23号

南河内

松原市

松原図書館集会室

松原市田井城1丁目2番23号

障がい者を含む団体の申し込みに
電話 072-334-8060
より、利用料が無料になります。
FAX 072-330-1475

http://www.city.matsubara.osaka.j
p/index.cfm/10,0,27,html

南河内

松原市

松原南図書館集会室

平成２７年４月１日より休 障がい者を含む団体の申込みによ
松原市岡５丁目１１番１９
電話 072-332-0373
止、平成２８年６月２９日 り、利用料が無料になります。
号
FAX 072-332-0373
に廃止

http://www.city.matsubara.osaka.j
p/index.cfm/10,23461,27,396,html

南河内

松原市

恵我図書館集会室

松原市一津屋1丁目10番15
号

障がい者を含む団体の申し込みに
電話 072-333-2020
より、利用料が無料になります。
FAX 072-333-2020

http://www.city.matsubara.osaka.j
p/index.cfm/10,23459,27,396,html

南河内

松原市

松原市少年自然の家（クリエート月ヶ
瀬）

奈良市月ヶ瀬月瀬675番地

障がい者手帳の提示により利用料
電話 0743-92-0041
が半額になります。
FAX 0743-92-0044

http://web1.kcn.jp/matubarashizen/

羽曳野市立総合スポーツセンター
きのコロセアム

羽曳野市
南恵我之荘４丁目２３７－
４

南河内

南河内

南河内

南河内

南河内

南河内

南河内

羽曳野市

松原市田井城1丁目3番11号

はび

羽曳野市

羽曳野市立市民体育館

羽曳野市西浦１０４７番地

羽曳野市

羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウン
ド・ゴルフ場

羽曳野市
羽曳が丘９丁目２２番1号

羽曳野市

羽曳野市

羽曳野市

藤井寺市

障がい者団体の申し込みにより、 電話 072-334-1550（代
利用料が無料となります。
表）
FAX 072-337-3003
録音図書の貸出しをしています。
電話 072-334-8060
障がい者用トイレあり
FAX 072-330-1475

障がい者手帳を持参された方に対し
電話 072-937-3123
て、使用料割引制度があります。
障がい者用トイレあり。
FAX 072-937-3124

障がい者手帳を持参された方に対
して、使用料割引制度がありま
電話 072-958-2340
す。
障がい者手帳を持参された方に対し
電話 072-950-6611
て、使用料割引制度があります。
障がい者用トイレあり。
FAX 072-950-3888
障がい者手帳を持参された方に対し
電話 072-958-5511
て、使用料割引制度があります。
障がい者用トイレあり。
FAX 072-956-7115

羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園

羽曳野市駒ヶ谷８５０

羽曳野市立中央図書館

羽曳野市軽里1丁目1番1号
(LICはびきの内）

点字図書・録音図書の貸出し
朗読ボランティア入門講座の開催
障がい者用トイレあり。

羽曳野市立陵南の森図書館

羽曳野市島泉８丁目８番1
号

点字図書・録音図書を貸出しして
電話 072-952-2750
います。
障がい者用トイレあり。
FAX 072-955-5015

藤井寺市立市民総合体育館

藤井寺市大井１丁目２番20
号

電話 072-950-5501
FAX 072-950-5502

障がい者手帳を持参された方に対
して使用料の割引制度がありま
す。
電話 072-939-1141
オストメイト対応設備のあるトイ
レが設置されている
視覚障がいなどにより、通常の活
字による読書が困難な方を対象と
して、対面朗読や、録音図書・点
字図書・デイジー図書再生機の貸
出等のサービスを行っています。
館内には拡大読書器、音声読書器 072-938-2197
を設置しています。
オストメイト対応設備のあるト
イレが設置されています。

南河内

藤井寺市

藤井寺市立図書館

藤井寺市林１－２－２

南河内

藤井寺市

藤井寺市立生涯学習センター

藤井寺市藤井寺３－１－２
０

南河内

藤井寺市

藤井寺市立福祉会館

藤井寺市北岡１－２－８

オストメイト対応設備のあるトイ
レが設置されている
072-939-1810

南河内

藤井寺市

藤井寺市立市民総合会館

藤井寺市北岡１－２－３

オストメイト対応設備のあるトイ
レが設置されている
072-939-7020

南河内

大阪狭山市

大阪狭山市立総合体育館

大阪狭山市池之原四丁目
248番地

オストメイト対応設備のあるトイ
レが設置されている
072-952-7800

体育館（メインアリーナ、
サブアリーナ）、武道場、 大阪狭山市民で障がい者手帳をお
トレーニングルーム、控
持ちの方に、使用料半額の割引制
電話 072-365-5250
室、観客席、プレイルー
度があります。
ム、更衣室、シャワー室

http://www.city.matsubara.osaka.j
p/index.cfm/10,0,24,html
http://www.city.matsubara.osaka.j
p/index.cfm/10,0,27,html

http://www.city.habikino.lg.jp/

http://www.city.habikino.lg.jp/

http://www.city.habikino.lg.jp/

http://www.city.habikino.lg.jp/

http://www.city.habikino.lg.jp/

http://www.city.habikino.lg.jp/

http://www.city.fujiidera.osaka.j
p/

http://www.city.fujiidera.osaka.j
p/

http://www.city.fujiidera.osaka.j
p/
http://www.city.fujiidera.osaka.j
p/
http://www.city-fujiiderakosha.or.jp/

http://shisetsu.jp/city.osakasaya
ma/sogo-taiikukan/equipment.htm

障がい者のスポーツ・レクリエーション活動や芸術・文化活動に関する情報 【場所（施設）の一覧情報】
ご注意
・平成29年度時点の場所（施設）情報です。
・最新情報や、より詳しくお知りになりたい場合は、一覧表に記載の「お問合せ連絡先」に直接お問合せください
地域

情報の
提供団体名

施設の名称

施設の住所

南河内

大阪狭山市

大阪狭山市立池尻体育館

大阪狭山市池尻中三丁目
639番地の11

南河内

大阪狭山市

大阪狭山市立図書館

大阪狭山市今熊一丁目106

南河内

南河内

大阪狭山市

大阪狭山市

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報

テニスコート

図書館

大活字本・録音図書を貸出や対面
朗読サービスがあります。
電話 072-366-0071

大阪狭山市民で障がい者手帳をお
大阪狭山市東野東一丁目32 全天候型テニスコートが３ 持ちの方に、使用料半額の割引制
電話
番地の2
面あります。
度があります。

大ホール、小ホール、コン
ベンションホール、展示
ホール、リハーサル室、小 障がい者手帳をお持ちの方は、駐
ＳＡＹＡＫＡホール（大阪狭山市文化会 大阪狭山市狭山１丁目875会議室、中会議室、大会議 車場の料金が無料になります。
電話
館）
1
室（Ｓ／Ｌ）和室、美術
障がい者用のトイレがあります。
室、文化情報コーナー

南河内

大阪狭山市

南河内

太子町

太子町立総合スポーツ公園

南河内郡太子町大字山田
1221番地

南河内

太子町

太子町立竹内街道歴史資料館

南河内郡太子町大字山田
1855番地

お問合せ連絡先

大阪狭山市民で障がい者手帳をお
体育館（アリーナ）、ホー
持ちの方に、使用料半額の割引制
ル、会議室、更衣室、シャ
電話 072-365-7303
度があります。
ワー室

熱帯植物を観察できる温室
やリス園のある「花と緑の
大阪狭山市民で障がい者手帳をお
大阪狭山市東野東一丁目32 広場」、野外活動ができる
持ちの方は使用料が無料になりま 電話
番地の2
「青少年野外活動広場」が
す。
あります。

市民ふれあいの里

市民ふれあいの里

施設の案内

施設の参考URL
http://shisetsu.jp/city.osakasaya
ma/ikejiri-taiikukan/index.htm
http://www4.city.osakasayama.osak
a.jp/

072-366-1616

http://www.city.osakasayama.osaka
.jp/shisetsu/shiminkatsudo_shogai
gakushu/1411191377572.html

072-366-1616

http://shisetsu.jp/city.osakasaya
ma/ohno-tennis/index.htm

072-365-8700

http://www.sayaka-hall.jp/

障がい者手帳を提示していただき
ますと使用料の割引があります。 電話 0721-98-5344
障がい者手帳を提示していただき
ますと入館料の割引があります。 電話 0721-98-3266

http://www.town.taishi.osaka.jp/s
hisetsuguide/1362450999126.html
http://www.town.taishi.osaka.jp/s
hisetsuguide/1362452275758.html

河南町保健福祉センター（ウェルネスか 南河内郡河南町大字白木
なんぴあ）
1371

障がい者手帳を持参された方に対
プール、マシンジム、スタ して、使用料割引制度がありま
電話 0721-90-4800
ジオ、気泡プール、採暖室 す。

http://www.konamisportsandlife.co
.jp/trust/kananpia/index.html

障がい者手帳持参者に対し使用料
電話 0721-72-7183
割引
障がい者手帳持参者に対し使用料
電話 0721-72-7183
割引

http://www.vill.chihayaakasaka.os
aka.jp/kokyosisetu.html
http://www.vill.chihayaakasaka.os
aka.jp/kokyosisetu.html

南河内

河南町

南河内

千早赤阪村

村民運動場・村立テニスコート

千早赤阪村大字東阪255-1

運動場・テニスコート

南河内

千早赤阪村

千早赤阪村B&G海洋センター

千早赤阪村大字東阪255-1

体育館・プール

