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誰でも参加できます！！

発行・お問い合わせ先：笠松町社会福祉協議会 (０５８)３８７－５３３２

小さな手助け笠松
電球交換や草取りなど在宅でのちょっとした困り事に

対してボランティアが助けてくれます。

※手間だから、無料だからといった理由での依頼は

お断りさせていただきます。

笠松・下羽栗地域・・・０９０－９２６９－０７４６

松枝地域・・・・・・・・・・０９０－９２６８－９９７８

シルバー人材センター(福祉健康センター)③
庭木の剪定、草刈りや、掃除などの家事援助など

できます(介護保険の適用もあります)

問い合わせ：(０５８)３８７－３５５５

誰でも参加できます！！誰でも参加できます！！①
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下羽栗

笠松

松枝

令和４年９月発行 (第１版)

介護予防体操の集いの場 ※６５歳以上が対象です

６５歳以上の高齢者を中心に、いつまでも住み慣れた地域で暮らして

いけるよう介護予防を中心とした体操をしている集いの場です。

福祉会館①・・・・・・・・・・・・・・・第２・４水曜日

笠松中央公民館②・・・・・・・・・第２・４水曜日

福祉健康センター③・・・・・・・・第１・３水曜日

松枝公民館④・・・・・・・・・・・・・第１・３水曜日
総合会館⑤・・・・・・・・・・・・・・・第１・３木曜日

総合会館⑤・・・・・・・・・・・・・・・第２・４木曜日

・貯筋くらぶ

・筋トレ教室

ふれあい喫茶 ※６５歳以上が対象です

月に１回、３箇所で行われる認知症カフェです。松枝地域では同施設

で認知症介護者のサロンが開催されています。

笠松地域・・・・・福祉会館① 第２金曜日
松枝地域・・・・・福祉健康センター③ 第２火曜日

下羽栗地域・・・総合会館⑤ 第２月曜日

ふれあいひろば ※６５歳以上が対象です

月に３回、福祉健康センターと福祉会館にて行われている高齢者向

けの集いの場です。ひろばでは保健師による脳トレや、音楽療法の

先生による歌を歌ったり、楽器を使ってみんなで演奏することによっ

て身体面の衰えを予防したり、脳の活性化を図ります。

福祉健康センター③・・・第１・３金曜日

福祉会館①・・・・・・・・・・第４木曜日

笠松町サロン一覧
地域の人が気軽に集まることができる居場所として

笠松町内にあります。

金池サロン（（株）ノーベル）⑥・・・・・・・ 第４日曜日

きたきたサロン（福祉会館）①・・・・・・・ 第３土曜日

真教寺サロン（真教寺）⑦・・・・・・・・・・・第４土曜日

善光寺サロン（善光寺）⑧・・・・・・・・・・・第１水曜日

第３土曜日

かさほサロン（笠松保育園）⑨・・・・・・・・第３水曜日

えがお会（厚生会館）⑩・・・・・・・・・・・・・第４金曜日

笠松園サロン⑪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第２金曜日

（特別養護老人ホームリバーサイド笠松園）

きたおよびサロン（児神社）⑫・・・・・・・ 第４日曜日

門間サロン⑬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(まちの駅「花と唄声の駅」)

第２水曜日

無動寺サロン（無動寺集会所）⑭・・・・・第３金曜日

江川サロン（スポーツ交流館）⑮・・・・・ 第３土曜日

地域資源マップは町内の集いの場などを掲載し、いつまでも住み慣れた笠松町で地域の方がつながり、楽しく暮らしていけることを目的

とし作成しました。６５歳以上の方を対象とした集いの場や、年齢に関係なく参加できる集いの場もありますのでお気軽にご参加ください。

裏面には町内にある配達や配送をしている飲食店や、事業所等を掲載していますので、ぜひ、参考にしてください。

誰でも参加できます！！



卸売店/小売店一覧表 配達サービスを行っている店舗を中心に掲載しています

理美容店一覧表 訪問理美容店舗を中心に掲載しています
㉒ヘアーサロン・サンファン

住 所：上本町９
連絡先：(０５８)３８７－４９７８

定休日：毎月第１月、火曜日 毎月第３日、月曜日

※お店の定休日に訪問理容を行っています

笠松町全域に訪問可能です

連絡を頂いたときに日程、金額は相談いたします

㉓訪問美容安寿

住 所：田代７１８
連絡先：０８０－３６５５－８２８７

定休日：日曜日

営業時間：９：００～１７：００

笠松町全域に訪問可能です

別途出張料は頂戴いたします

㉙野田屋本店

住 所：新町４５－３
連絡先：(０５８)３８７－２２５８ ＦＡＸ：(０５８)３８７－７５１５

定休日：日曜日

営業時間：９：００～１９：００ ※配達時間は１６時までとなります

配達区域：笠松町全域(注文金額によっては配達料を頂戴いたします)

アルコール、飲料水、調味料他お中元、お歳暮も要望があればお届けします

㉗鬼頭商店

住 所：中新町１１
連絡先：(０５８)３８７－２０４１ ＦＡ Ｘ：(０５８)３８７－６５８１

定休日：日曜日

営業時間：１０：００～１９：００ ※配達時間は１６時までとなります

配達区域：笠松地域～田代まで

お米５kgから配達します。

その他カップ味噌汁、砂糖、醤油などお米と一緒に配達可能です

㉜久納酒店

住 所：下本町５９
連絡先：(０５８)３８７－３０３４ ＦＡ Ｘ：(０５８)３８７－１５４４

定休日：不定休

営業時間：９：３０～１６：００

配達区域：笠松町全域(地域によっては要相談)

お酒・みりん・醤油・味噌を配達します

㉚フードショップヤオハナ

住 所：上柳川町２１
連絡先：(０５８)３８７－２５４２ ※ＦＡＸは電話番号と同じです

定休日：日曜日、祝日

営業時間：７：００～１８：００

配達区域：笠松地域～松枝小学校付近まで食材配達します

(当日受付も可能です)

㉛だるまや薬局

住 所：上本町８０
連絡先：(０５８)３８７－２３１１ ※ＦＡＸは電話番号と同じです

定休日：日曜日、祝日

営業時間：９：００～１８：３０

配達区域：笠松町全域

おむつ・ＯＣＴ薬品等配達可能

処方箋についても薬局に一度持って行くかＦＡＸをしてもらえれば配達可能です
㉝篠田酒店

住 所：門間１６９０－１
連絡先：(０５８)３８７－２５４１ ※ＦＡＸは電話番号と同じです

定休日：日曜日

営業時間：８：００～１９：００

配達区域：笠松地域～松枝地域

お酒・飲料水・調味料など少数量から宅配します(当日受付も可能です)

㉘八百桂商店

住 所：弥生町２９
連絡先：(０５８)３８８－２８２４ ＦＡ Ｘ：(０５８)３８８－２８２５

定休日：日曜日

営業時間：９：００～１９：００

※配達時間は１８時までとなります

配達区域：笠松地域

食材配達します

㉕フードショップ シマケイ

住 所：東陽町９－６
連絡先：(０５８)３８７－３８６６

定休日：日曜日

営業時間：８：００～１８：００

配達区域：笠松地域

食材配達します

㉖杉山米穀店

住 所：二見町１１２
連絡先：(０５８)３８７－３０１２

定休日：日曜日

営業時間：７：００～２０：３０ ※配達時間は９：００～１７：３０

配達区域：笠松町全域

お米５kgから配達します。灯油も１８Ｌ１缶から配達します

飲食店一覧表 宅配・配達・出前・テイクアウトなど行っている店舗を中心に掲載しています

㉔訪問美容室 はるうらら

住 所：田代７４１－７
連絡先：０８０－９７７６－５７８７

定休日：不定休

営業時間：８：３０～１７：００

外出が困難な方のご自宅に訪問してカット、

毛染め、パーマ等の施術をします

笠松町全域に訪問可能です

別途出張料は頂戴いたします

各店舗へお気軽にお問い合わせください。

また、今後掲載にご協力いただける事業所がございましたら

笠松町社会福祉協議会までご連絡お願いいたします。

㉑寿し正

住 所：北及９２－３
連絡先：(０５８)３８８－１５４５

定休日：火曜日

営業時間：１１：００～１３：００ １７：００～２２：００

出前区域：松枝地域

出前を行っています

⑲日本料理 松廣

住 所：田代３８３－４
連絡先：(０５８)３８７－０１２５

定休日：木曜日、第４水曜日

営業時間：１１：３０～１４：００ １７：００～２２：００

出前区域：笠松町全域

仕出し(懐石)松花堂(割子)パック弁当

テイクアウトも可能です※基本は前日までにご連絡ください

⑯いろんなん

住 所：東陽町１２
連絡先：０９０－７９６２－９３０１

定休日：日、月曜日

配達時間等応相談

※当日受付は当日１１：３０までに連絡をお願いします

配達区域：笠松地域

テイクアウトも行っています

⑰サンドと串かつのお店 チーマ

住 所：清住町７グランドユニオン
連絡先：(０５８)３８８－００３６

定休日：月曜日

宅配時間：１２：３０～１６：３０

※営業時間：火～木曜日、土、日９：００～１７：００

金曜日９：００～１４：００

配達区域：笠松町全域

(１，０００円以上の注文で笠松町全域に配達できます)

⑱カフェ ノアール

住 所：清住町７ 西笠松駅前
連絡先：(０５８)３８７－３１３９

定休日：不定休

営業時間：平日７：３０～１３：００

土、日、祝日７：３０～１２：００

テイクアウトも行っています

⑳割烹・仕出し 力ちゃん

住 所：田代８１６－３
連絡先：(０５８)３８８－３２２８

Ｆ Ａ Ｘ：(０５８)３８８－３２２９

定休日：不定休

営業時間：１１：００～２２：００

法要・会合の割子弁当予約にて

配達します


