
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】
お願い

地域
情報の

提供団体名
施設の名称 施設の住所 施設の案内

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報 お問合せ連絡先 施設の参考URL

南河内 富田林市 富田林市立中央図書館 富田林市本町16-28 図書館

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
出しサービス。LLブックコー
ナーの設置

電話 0721-25-4921
FAX 0721-25-4932

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site
/library/

南河内 富田林市 富田林市立金剛図書館 富田林市高辺台2-1-2 図書館

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
出しサービス。LLブックコー
ナーの設置

電話 0721-28-1171
FAX 0721-29-5900

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site
/library/

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
福祉トイレの設置

電話 0721-24-3333
FAX 0721-26-1966

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site
/kouminkan/

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
福祉トイレの設置

電話 0721-25-1772
FAX 0721-26-1977

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site
/kouminkan/

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
福祉トイレの設置

電話 0721-28-1121
FAX 0721-29-5900

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site
/kouminkan/

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
高齢者、母子、障がい者が
利用
貸館事業、お風呂あり

マイクロバスによる定期送迎バ
スを運行（毎週火・金曜日）

電話 0721-25-8261
FAX 0721-25-8230

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/map
/fukushikaikan.html

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 貸館事業、お風呂あり
「ハートビル法」の認定を受け
た施設

電話 0721-20-6070
FAX 0721-20-6075

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/map
/kagarinosato.html

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

スポーツ施設（多目的競技
場
野球場、ゲートボール場、
わんぱく広場）

車いす・施設内スロープ有り。
障がい者の団体が利用すると
き、夜間照明設備以外の利用料
金の全額を免除

電話 0721-35-2121
FAX 0721-35-2122

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site
/kirameki/14568.html

南河内 富田林市 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
貸館事業（多目的ホール、
お風呂あり）

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、お風呂有り。（お風呂１回
100円）

電話 0721-25-1117
FAX 0721-24-5996

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/map
/rainbowhall.html

南河内 富田林市
サバ―ファーム（富田林市農業公園サバ
―ファーム）

富田林市甘南備2300 農業公園

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。
（半額に割引）

電話 0721-35-3500
FAX 0721-34-2700

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site
/kirameki/14455.html

南河内 富田林市 富田林市立市民総合体育館 富田林市美山台4-1 体育施設、貸館事業
障がい者の方の利用料一部施設
10割減免。

電話 0721-24-2265
FAX 0721-25-1440

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/map
/sogo-taiikukan.html

南河内 富田林市 すばるホール 富田林市桜ヶ丘町2-8
コンサート、演劇、講演等
（貸館業務）

障がい者手帳お持ちの方は,プラ
ネタリウム無料。多目的トイレ
設置。

電話 0721-25-0222
FAX 0721-25-0550

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site
/kirameki/14557.html

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

介護老人保健施設、在宅介
護支援施設、健康づくり世
代間交流施設（プール、ト
レーニングルーム、貸館、
講座あり）

障がい者手帳お持ちの方プール
使用料小・中学生、満60歳以上
の人と同額

電話 0721-28-8600
FAX 0721-28-8639

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/map
/carepal.html

南河内 富田林市 重要文化財 旧杉山家住宅 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

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site
/bunkazai/2482.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
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/map
/tonkira.html

南河内 富田林市 富田林市きらめき創造館(topic) 富田林市常盤町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
室、ワーキングルームがあ
ります。

障がい者用トイレあり 電話 0721-26-8056
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/sos
hiki/53/2459.html

南河内 羽曳野市
羽曳野市立総合スポーツセンター はび
きのコロセアム

羽曳野市
南恵我之荘４丁目２３７－
４

体育館（メインアリーナ、
サブアリーナ）、観客席、
選手控室、大会役員室、審
判員室、会議室、救護室、
シャワールーム、更衣室、
喫茶室、ランニングロー
ド、浴室、フリールーム、
ウェイトリフティングルー
ム

スポーツ施設予約システム登録時に
障がい者団体登録している団体及
び、当日、障がい者手帳を持参され
た個人、団体が利用する場合、料金
の５割に相当する額を減免する制度
があります。
障がい者用トイレあり。

電話 072-937-3123
FAX  072-937-3124

http://hc-colosseum.jp/

南河内 羽曳野市 羽曳野市立市民体育館 羽曳野市西浦１０４７番地
体育室、会議室、卓球室、
更衣室

スポーツ施設予約システム登録
時に障がい者団体登録している
団体及び、当日、障がい者手帳
を持参された個人、団体が利用
する場合、料金の５割に相当す
る額を減免する制度がありま
す。

電話 072-958-2340
FAX  072-958-3614

https://www.minorinosato.com/facilities
/taiikukan/

南河内 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３５番1号

全面天然芝のグラウンド・
ゴルフ場

毎月第１・第３土曜日、障がい者手
帳を持参された方はプレイ料金が無
料になります。
障がい者用トイレあり。

電話 072-950-6611
FAX  072-950-3888

https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/s
hougaigakushu/sports_shinko/kokyo_sp
orts/fureainosato/1282.html

南河内 羽曳野市 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

多目的グラウンド、会議
室、更衣室、シャワー室、
観客席、審判室、救護室、
倉庫

スポーツ施設予約システム登録時に
障がい者団体登録している団体及
び、当日、障がい者手帳を持参され
た団体が利用する場合、料金の５割
に相当する額を減免する制度があり
ます。
障がい者用トイレあり。

電話 072-958-5511
FAX  072-956-7115

http://www.ssksports.com/shisetsu/ha
bikino/

南河内 羽曳野市 中央スポーツ公園
羽曳野市伊賀５丁目６番３
７号

多目的グラウンド、西多目
的広場、ウォーキングロー
ド、健康遊具広場

スポーツ施設予約システム登録時に
障がい者団体登録している団体及
び、当日、障がい者手帳を持参され
た団体が利用する場合、料金の５割
に相当する額を減免する制度があり
ます。
障がい者用トイレあり。

電話 072-959-3567
FAX  072-959-3568

https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/s
hougaigakushu/sports_shinko/kokyo_sp
orts/1283.html

南河内 羽曳野市 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。拡大読書器
あり。

電話 072-950-5501
FAX 072-950-5502

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

南河内 羽曳野市
羽曳野市立生活文化情報センター
（LICはびきの）

羽曳野市軽里1丁目1番1号
文化ホール、会議室、図工
室、音楽室、茶室、映像セ
ミナー室他

障がい者用トイレあり
電話 072-950-5500
FAX 072-950-5505

https://www.lic-habikino.jp/

南河内 羽曳野市 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
ています。
障がい者用トイレあり。拡大読書器
あり。

電話 072-952-2750
FAX 072-955-5015

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

南河内 藤井寺市 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

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。
オストメイト対応設備のあるト
イレが設置されている

電話 072-939-1141
http://www.city.fujiidera.osaka.
jp/

南河内 藤井寺市 藤井寺市立図書館 藤井寺市林１－２－２

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
器を設置しています。
 オストメイト対応設備のある

072-938-2197
http://www.city.fujiidera.osaka.
jp/

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

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

http://www.city.fujiidera.osaka.
jp/

・平成31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
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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

http://www.city.fujiidera.osaka.
jp/

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

http://www.city-fujiidera-
kosha.or.jp/

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

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
http://www.town.taishi.osaka.jp/
shisetsuguide/1362450999126.html

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

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/
shisetsuguide/1362452275758.html

南河内 河南町
河南町保健福祉センター（ウェルネスか
なんぴあ）

南河内郡河南町大字白木
1371

プール、マシンジム、スタ
ジオ、気泡プール、採暖室

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
ます。

電話 0721-90-4800
http://www.konamisportsandlife.c
o.jp/trust/kananpia/index.html

南河内 河内長野市
河内長野市立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

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
習やクラブ活動を開催していま
す。

電話 0721-56-1590
FAX 0721-56-1592

http://www.pure.ne.jp/~akamine/

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
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

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/m
ap/ayatahall.html

南河内 河内長野市 河内長野市立清見台コミュニティセンター
河内長野市清見台4丁目18-
2

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

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/m
ap/kusunokahall.html

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

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
用料割引制度があります。

電話 0721-62-1919
FAX 0721-62-1900

http://hos-wellness.com

南河内 河内長野市
河内長野市立三日市市民ホール（フォレ
スト三日市ビル3階）

河内長野市三日市町32-1

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
に多目的トイレがあります。

電話 0721-62-1313
FAX 0721-62-1900

http://www.hos-
wellness.com/mikkaichi/

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

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
がい者用トイレがあります。

電話 0721-56-2360
FAX 0721-56-0701

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/m
ap/novatyhall.html

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
おります。

電話 0721-63-5986
FAX 0721-63-5986

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/si
te/shiki/

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
おります。

電話 0721-64-8151
FAX 0721-63-0930

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/so
shiki/17/13212.html

南河内 河内長野市
みのでホール（河内長野市立日野コミュ
ニティセンター）

河内長野市日野980
貸館施設（多目的室・和
室・娯楽室・調理室等）

多目的トイレ（オスメイト対
応）
車いす用駐車場（２台）

電話 0721-50-1203
FAX 0721-50-1204

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/m
ap/minodehall.html

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
６

文化会館

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台があります。障がい者と介
護者の方に一部事業で割引制度
あり。

電話 0721-56-6100
FAX 0721-56-6111

https://lovelyhall.com/index.cgi

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－
５

資料館

スロープ、多目的トイレ１カ
所、貸出し車椅子１台がありま
す。

電話 0721-64-1560
FAX 0721-64-1900

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/st
atic/kakuka/kyousha/history-
hp/shisetu/gakusyuu.htm

南河内 河内長野市
河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森セ
ンター

〒586-0072
河内長野市滝畑４８３－３

資料館及び青少年活動セン
ター

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
ついては、直接施設にお問い合
わせください。

電話 0721-63-0201
FAX 0721-63-0204

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/st
atic/kakuka/kyousha/history-
hp/shisetu/takihata.htm

南河内 河内長野市 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://www.city.kawachinagano.lg.jp/si
te/koumin8/list89.html

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

電話 0721-62-2116
FAX 0721-62-2116

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/si
te/koumin8/list91.html

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

電話 0721-54-4548
FAX 0721-54-4548

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/si
te/koumin8/list90.html

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

電話 0721-55-1125
FAX 0721-55-1196

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/si
te/koumin8/list92.html

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

電話 0721-62-6155
FAX 0721-62-6196

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/si
te/koumin8/list93.html

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

電話 0721-63-4074
FAX 0721-63-4074

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/si
te/koumin8/list94.html

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

電話 0721-55-6191
FAX 0721-55-6191

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/si
te/koumin8/list95.html

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

電話 0721-63-1131
FAX 0721-63-1194

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/si
te/koumin8/list96.html

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

電話 0721-54-0001
FAX 0721-54-0004

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/m
ap/kiccs.html

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

電話 0721-65-0121
FAX 0721-65-0122

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/m
ap/siminsougoutaiikukan.html

南河内 河内長野市 河内長野市立福祉センター 錦渓苑
河内長野市大師町26-1

障がい者手帳を交付された方も
ご利用できます。

電話 0721-65-0123
FAX 0721-65-0124

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/so
shiki/4/4443.html

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 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
ご利用できます。

電話 0721-54-0773
FAX 0721-54-2163

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/so
shiki/4/4477.html

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
河内長野市清見台4丁目18-
2

障がい者手帳を交付された方も
ご利用できます。

電話 0721-62-7799
FAX 0721-60-2028

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/so
shiki/4/4444.html

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 図書館

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
図書の貸出をしています。障が
い者用駐車場・トイレがありま
す。

電話0721-52-6933
ＦＡＸ0721-52-6996

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/si
te/tosho

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

ゆずりあい駐車区画あり
障がい者用トイレあり
障がい者団体の申込みにより、
利用料が無料になることがあり
ます。

電話 072-336-0805
FAX 072-336-0807

https://www.city.matsubara.lg.jp/fukush
i/fukushi/8/6490.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
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
なります。

電話 072-337-0270
FAX 072-337-0264

https://www.city.matsubara.lg.jp/bunka
/sports/2/5643.html

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、
利用料が半額になります。

電話 072-337-0203
FAX 072-337-0264

南河内 松原市 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
なります。

電話 072-338-0500
FAX  072-338‐0580

https://www.city.matsubara.lg.jp/bunka
/sports/2/5645.html
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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】
お願い

地域
情報の

提供団体名
施設の名称 施設の住所 施設の案内

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報 お問合せ連絡先 施設の参考URL

・平成31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

南河内 松原市 松原市民ふるさとぴあプラザ 松原市上田7丁目11番19号
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
なります。

電話 072-336-6800
FAX 072-336-4877

https://mbj-zaidan.jp/hurusatopia/

南河内 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3丁目6番1号
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
なります。

電話 072-334-2111
FAX 072-334-2055

https://mbj-zaidan.jp/yumenity/

南河内 松原市 松原市文化会館 松原市田井城1丁目3番11号
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
なります。

電話 072-336-5755
FAX 072-336-5763

https://mbj-zaidan.jp/bunka/

南河内 松原市
公民館(松原・中央・天美・新町・三
宅）

障がい者団体の申し込みによ
り、利用料が無料となります。

電話 072-334-1550（代
表）
FAX 072-337-3003

https://www.city.matsubara.lg.jp/bunka
/kouminkan/5649.html

南河内 松原市 読書の森（松原図書館） 松原市田井城3丁目1番46号
録音図書の貸出しをしていま
す。
障がい者用トイレあり

電話 072-334-8060
FAX 072-330-1475

https://www.trc-matsubara.jp/

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
により、利用料が無料になりま
す。

電話 072-333-2020
FAX 072-333-2020

https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki
/shimin__library/3/3578.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
料が半額になります。

電話 0743-92-0041
FAX 0743-92-0044

https://msct.jp/

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
番地

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

http://www4.city.osakasayama.osa
ka.jp/

南河内 大阪狭山市
ＳＡＹＡＫＡホール（大阪狭山市文化会
館）

大阪狭山市狭山１丁目875
番地の1

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
会議室、中会議室、大会議
室（Ｓ／Ｌ）和室、美術
室、文化情報コーナー

障がい者手帳をお持ちの方は、
駐車場の料金が無料になりま
す。
障がい者用のトイレがありま
す。

電話 072-365-8700 http://www.sayaka-hall.jp/

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

体育館（メインアリーナ、
サブアリーナ）、武道場、
トレーニングルーム、控
室、観客席、プレイルー
ム、更衣室、シャワー室

電話 072-365-5250
http://shisetsu.jp/city.osakasay
ama/sogo-taiikukan/equipment.htm

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

体育館（アリーナ）、ホー
ル、会議室、更衣室、シャ
ワー室

電話 072-365-7303
http://shisetsu.jp/city.osakasay
ama/ikejiri-taiikukan/index.htm

南河内 大阪狭山市 大野テニスコート 大阪狭山市大野中484番地
全天候型テニスコートが４
面あります。

電話 072-366-3309

南河内 大阪狭山市 山本テニスコート 大阪狭山市山本東433番地
全天候型テニスコートが３
面あります。

電話 072-367-3937

南河内 大阪狭山市 市民ふれあいの里テニスコート
大阪狭山市東野東一丁目32
番地の2

全天候型テニスコートが３
面あります。

電話 072-366-1616

南河内 大阪狭山市 市民ふれあいの里
大阪狭山市東野東一丁目32
番地の2

熱帯植物を観察できる温室
やリス園のある「花と緑の
広場」、野外活動ができる
「青少年野外活動広場」、
全天候型テニスコートが３
面あります。

障がい者手帳をお持ちの方は使
用料が全額免除になります。

電話 072-366-1616
http://www.city.osakasayama.osaka.jp/s
hisetsu/shiminkatsudo_shogaigakushu/1
590477071702.html

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
障がい者手帳持参者に対し使用
料割引

電話 0721-72-7183
http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp
/kakuka/kyoiku/3/4/815.html

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
障がい者手帳持参者に対し使用
料割引

電話 0721-72-7183
http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp
/kakuka/kyoiku/3/4/815.html

障がい者手帳をお持ちの方、障
がい者団体が施設を使用される
場合、使用料が減免されること
がありますので、事前に施設へ
お問い合わせください。

http://www.city.osakasayama.osaka.jp/s
hisetsu/supotsushisetsu/14111956041
33.html
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