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「北部３町地域資源の宝箱」作成にあたって
東広島市北部３町（福富・豊栄・河内）では少子高齢化が進み、
ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加しています。
そのような中、日常生活にちょっとした手助けや見守りが必要な
高齢者もおられます。
この「北部３町地域資源の宝箱」は、支援の必要な方や地域の
皆様が、いつまでも住み慣れた地域で健康で安心して暮らせるよ
うに、お弁当や日用品の配達、訪問をしてくれる様々なサービス、
また、顔見知りのいる地域での交流や体力づくりができる場所な
ど、高齢者にやさしい情報を一冊にまとめたものです。
この情報誌の発刊にあたり、快くご協力をいただきました皆様
に、厚くお礼を申しあげます。

～ご利用にあたってのお願い～
この情報誌は、福祉関係者が令和２年１２月時点の情報をもと
に調べたものであり、北部地域内すべての情報を網羅しているも
のではありませんのでご了承ください。そのため、ご利用の際は新
しい情報を直接お店にご確認ください。
また、同様のサービスを実施されているお店や事業所、記載内
容に変更などがありましたら、内容を更新してまいりますので、皆
様からのご連絡をお待ちしております。

令和３年３月
ワーキンググループ一同
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お弁当を配達してくれるお店
寄りん菜屋
○東広島市河内町小田4132-1
○ＴＥＬ：０８２－４３８－１０２０（前日までに要連絡）
住所 ○ＦＡＸ：０８２－４３８－１０２０
電話
FAX ○休業日：火曜日
○営業時間：店舗 ８：３０～１７：００
食堂１０：３０～１５：００
○取り扱い食：昼
食事
○形態：常温
情報
○料金：配達弁当５４０円（一律）おかずのみ４３０円（一律）
○配達エリア：中河内、小田
○配達曜日：月曜日・水曜日・金曜日のみ配達
配達
○時間：１１：００～１２：００
地域
※その他の配達地域については、お問合せください。
※前日までにご注文ください。配達地域はご相談に応じます。
☆お店からのＰＲ☆
オードブルも予約できます。
おかずのみの配達も、たまわります。

ホテル白竜湖リゾート
○三原市大和町箱川4007-7
住所 ○ＴＥＬ：０８４７－３４－０００６
電話 ○ＦＡＸ：０８４７－３４－１１００
FAX ○休業日：原則毎週水曜日は定休日ですが、営業している場合も
ありますので、詳しくはお問合せください
○取り扱い食：朝・昼・夕
食事 ○形態：常温
情報 ○対応可能食：減塩食・カロリー食
○料金：８００円～５，０００円
配達 ○配達エリア：河内町全域
地域 ※河内町内のお客様は、お弁当１個からお届けします。
☆お店からのＰＲ☆
ちょっと贅沢なお弁当！プロの料理人が作ります！
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お弁当を配達してくれるお店
（有）アイトライ【石川商店】

住所
電話
FAX

食事情
報

配達地
域

○東広島市福富町上戸野2041-1
○ＴＥＬ：０８２－４３５－２０９３
○携帯：０８０－３０９３－７５３６
○ＦＡＸ：０８２－４３５－２０９３
○営業日：不定休
○営業時間：７：００～１７：００
○取り扱い食：昼・夕
※配達は午前中１回
○対応可能食：刻み食可
○形 態：常温
○内容、料金：おかずのみ５４０円／ごはん付き＋５４円
○配達エリア：福富町、豊栄町、河内町
○配達曜日：月曜日から土曜日
○配達時間：９：００～１２：００
※吉原地区、入野地区は準備中ですが、お問合せください
※ルート配送

☆お店からのＰＲ☆
お弁当の配達時に食料品、日用品の注文も受け付けています。
注文いただいた商品は次回の配達時にお持ちします。
弁当の他、仕出し料理、オードブル等も、ご注文下さい。
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お弁当を配達してくれるお店
ともがき
○東広島市高屋町造賀2829-7
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４３０－２０２１
電話 〇ＦＡＸ ０８２－４３６－０６０９
FAX ○営業日：月曜日～土曜日
○営業時間：１１：００～１７：００
○取り扱い食：昼
※冷凍は不可
食事 ○形 態：常温
情報 ○対応可能食：刻み食・少量・低カロリー食
○内容、料金：おかずのみ350円／ごはん150円（大中小極小）
○配達エリア：河内町、福富町
配達
○配達曜日・時間：月曜日～土曜日
午前中
地域
※一部地域は難しい場合があるため要相談
☆お店からのＰＲ☆
パンも配達できます。
肉・魚など食材や、アレルギーについても相談に応じます。

シルバーキッチン
○東広島市高屋町4003-4
住所 ○ＴＥＬ：０８２-４３４－５２５５
電話 ○ＦＡＸ：０８２-４３４－５２７７
FAX ○営業日：月曜日～金曜日
○営業時間：１０：００～１６：００
○取り扱い食：昼・夕
○形 態：常温
食事
○対応可能食：減塩食・カロリー食・腎臓食・刻み食対応
情報
治療食は要相談
○内容、料金：ご飯つき７００円税込／おかずのみ６００円税込
○配達エリア：河内町（中河内、下河内、入野）
配達 ○配達曜日：月曜日～金曜日
地域 ※配達は１回のため、昼・夕はまとめて１１時から１２時くらいの
間に配達。
☆お店からのＰＲ☆
地元の食材を使い、通常食は毎日手作りしています。
土日祝も利用の場合は、金曜日に冷凍のおかずを配達できます。
※おかず３品450円税込、５品６５０円税込
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お弁当を配達してくれるお店
株式会社ヨシケイ

東広島営業所

○東広島市高屋町桧山47-2
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４９１－０６５１
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４３４－５３７７
FAX ○営業日：月曜日～金曜日
○営業時間：９：００～１７：００
○内容、料金
食事
普通食：冷蔵 5食セット２, ９９０円
情報
減塩食のヘルシーミール：冷凍 ２食セット１，２８０円
○配達エリア：東広島市全域
配達
○配達曜日：月曜日～金曜日
地域
○配達時間：配達ルートによって異なる
☆お店からのＰＲ☆
若い方から年配の方まで安心してご利用いただけます。
減塩食のヘルシーミールは、カロリー240kcal±10％、
糖質１５％以下、食塩2グラム以下です。

広島駅弁当株式会社
住所
電話
FAX

食事
情報

○広島市安芸区矢野新町2丁目１－30
○ＴＥＬ：０８２-８８５－８７８８
○ＦＡＸ：０８２－８８５－９１１２
○営業日：年中無休
○営業時間：８：３０～１８：００
○取り扱い食：昼・夕
○形 態：冷蔵
○対応可能食：減塩食・カロリー食刻み・小刻み
軟飯・お粥に変更も可
○内容、料金：ご飯つき７２０円／おかずのみ６００円

○配達エリア：東広島市全域
配達 ○配達曜日：月曜日～土曜日
地域 ※昼食は午前中、夕食は午後に別便で配達。
※エリアによってはまとめて配達になる場合あり。
☆お店からのＰＲ☆
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お弁当を配達してくれるお店
配食のふれ愛

東広島店

○東広島市八本松東6丁目1-15
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４２８－８８８０
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４２８－８９８９
FAX ○営業日：月曜日～日曜日
○営業時間：９：００～19：００
○取り扱い食：昼・夕
○形 態：常温
食事
○対応可能食：カロリー調整食、たんぱく調整食、ムース食、
情報
低塩分、やわらか食のお弁当あり
○内容、料金：おかずのみ４86円～、ごはん付き５4０円～
○配達エリア：東広島市全域
配達 ※一部地域は難しい場合があるため要相談
地域 ○配達曜日：月曜日～日曜日
※昼食は午前中、夕食は午後に配達
☆お店からのＰＲ☆
初回1食無料です。

日清医療食品
○東京都千代田区
住所 ○ＴＥＬ：０１２０－８１４９－４０
電話
FAX ○営業日：月曜日～日曜日 ※元日のみ休み
○営業時間：８：３０～２０：３０
○取り扱い食：朝・昼・夕 ７食分で１セット
○形 態：冷凍でまとめて配達
食事
○対応可能食：減塩食・カロリー食・腎臓食
情報
○内容、料金：セットごとに数や料金が異なるため
ホームページやカタログをご覧ください
○配達エリア：東広島全域（宅配便の配達エリア）
配達
○配達曜日：注文日より4日～７日
地域
○時 間：宅配便の希望時間枠を選択
☆お店からのＰＲ☆
配送料が1梱包(2セットまで)につき７８０円(税込み)かかります。
定期便は配送料３９０円です。
支払いは代引き（手数料３２０円）かクレジット払いです。
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お弁当を配達してくれるお店
けんたくん
○ＴＥＬ ０１２０-２３４-５３４
住所
○ＦＡＸ ０３－６２０６－０３７９
電話
○営業日 月曜日～金曜日
FAX
○営業時間 8：30～17：30
○取り扱い食：朝・昼・夕
食事 ○形 態：冷凍
情報 ○対応可能食：減塩食・カロリー食・腎臓食
○内容、料金：おかずのみ５８０円～８４０円／ご飯１１０円
配達 ○配達エリア：宅配便の配達可能エリア
地域 ○配達曜日／時間：宅配便の配達曜日、時間に準じる
☆お店からのＰＲ☆
5個以上の注文が必要。5,000円以上で送料無料です。
支払い方法は代引きです。

ライフデリ東広島店
○東広島市西条町下見459-17
住所
○ＴＥＬ ０８２－４３０－８３５０
電話
○営業日 年中無休
FAX
○営業時間 ８：00～1８：00
○取り扱い食：昼・夕
○形 態：常温
食事 ○食対応可能食：減塩食・カロリー食・腎臓食
情報
透析食・やわらか食、ムース食・刻み食も可能
○内容、料金：普通食 おかずのみ５２０円,ご飯付き５７０円
※他はお問合せください
配達 ○配達エリア：北部３町への配達はご相談ください。
地域 ○配達時間：昼食は１０時～１２時 夕食は１４時～１８時
☆お店からのＰＲ☆
地域の皆様に寄り添い、喜んで頂けるよう取り組んでおります。
元気と笑顔と喜びを提供しつづけます。
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電話で食料品・日用品などを配達してくれるお店
Aコープこうち店
○東広島市河内町中河内782
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４３７－１６８２
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４３７－１２００
FAX ○休業日：元旦、１月2日 のみ
○営業時間：９：３０～２０：００
○取扱商品：生もの以外
○配達エリア：河内町全域
配達 ○配達曜日：注文の翌日に配達
情報 ○配達時間：午後より
○配達料金：特別な加算はなし
※1,000円以上お買い上げの方のみ配達
☆お店からのＰＲ☆
配達の注文は、お買上げ金額 1,000円以上でお願いします。

ショージ豊栄店
○東広島市豊栄町清武419
住所
○ＴＥＬ：０８２－４３２－３４０５ (買い物代行専用)
電話
○営業日：月曜日～土曜日
FAX
○営業時間：９：３０～１５：００(受付時間)
○注文方法：電話
配達 ○配達エリア：
情報 福富町 上竹仁、上戸野、久芳、下竹仁
豊栄町 安宿、鍛冶屋、能良、別府、飯田、清武、乃美、吉原
☆お店からのＰＲ☆
【豊栄店限定】電話一本でお届け！お買物代行いたします！

Yショップふるかわ
○東広島市福富町久芳1130
住所
○ＴＥＬ：０８２－４３５－２０８２
電話
○ＦＡＸ：０８２－４３５－２７７８
FAX
○営業時間：７：００～２０：００
○取扱商品：酒、たばこ、一般商品、雑貨
○注文方法：電話・ＦＡＸ
配達
○配達エリア：主に福富町久芳地区、豊栄町能良地区
情報
○配達曜日／時間：随時受付ています
○配達料金：無料
☆お店からのＰＲ☆
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電話で食料品・日用品などを配達してくれるお店
フードショップほんだ
○東広島市福富町久芳3692
住所
○ＴＥＬ／ＦＡＸ：０８２－４３５－２０１５
電話
○休業日：月曜日
FAX
○営業時間：９：００～１９：００
○取扱商品：食料品、日用品
配達 ○注文方法：電話・ＦＡＸ
情報 ○配達エリア：福富町内
○配達曜日／時間：定休日の月曜日以外は随時受付中
☆お店からのＰＲ☆
毎日美味しいお刺身、人気の押し寿司あります。
注文を頂ければ、巻き寿司、いなり寿司、細巻き等も作ります。

あいーと
○岩手県花巻市二枚端
住所 ○ＴＥＬ：０１２０－３５７－７７０
電話 ○ＦＡＸ：０１２０－８３４－１３０
FAX ○営業日：月曜日～金曜日
○営業時間：９：００～１７：００
○取扱商品：調理済冷凍おかず
○注文方法：電話・ＦＡＸ・ネット
○配達エリア：東広島市全域
配達
○配達曜日／時間：注文日の翌日発送。発送日の翌々日に配達。
情報
○宅配便の希望時間枠での選択が可能
○配達料金：中国地方1,096円（クールサービス料込）
※10,800円以上で送料無料
☆お店からのＰＲ☆
見た目はそのままに、舌でくずれる噛む力が弱くなった方でも食べられる冷凍お
かずです。代引きでのお支払いは、手数料330円、郵便局・コンビニ払いは、手
数料359円が必要です。
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電話で食料品・日用品などを配達してくれるお店
ジュンテンドー豊栄店
○東広島市豊栄町鍛冶屋551-1
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４２０－３５７５
電話
FAX ○営業時間：８：３０～１９：００
※季節により営業時間が変更となる場合がございます
○取扱商品：農業、園芸、資材、ＤＩＹ商品、レジャー、スポーツ
カー用品、ペット用品等
配達 ○注文方法：電話
情報
○配達エリア：要相談
○配達料金：700円～
☆お店からのＰＲ☆

生協ひろしま

東広島支所

○住所：〒724-0041 東広島市西条町寺家字松原5493
住所
○ＴＥＬ：０１２０－５００－９３５（お問合せセンター）
電話
○営業日：月曜日～金曜日 日祝営業
FAX
○営業時間：8：30～21：00（お問合せセンター）
○取扱商品：肉、魚、野菜など生鮮食品、お菓子、冷凍食品、総菜、
飲料、日用雑貨、衣類、化粧品、園芸、ペット用品等
○注文方法：注文用紙、電話、FAX、スマートフォン（インターネット）
○配達エリア：東広島市全域
○配達曜日／時間：週１回決まった曜日、時間（ご利用開始前、相談）
配達 ○配達料金：グループ利用は無料
情報
個人配送はご利用金額別（～8,639円まで）216円／
（～12,959円まで）108円／（12,960円～）無料
※サポート制度あり
妊娠中から小学校入学年の3月まで配達手数料が無料～半額
同居のご家族が６５歳以上の場合は手数料半額
☆お店からのＰＲ☆
毎週2000～4000品目の品ぞろえ。生活に必要なものが一通りそろいま
す。原材料の管理や工場点検、商品ごとの定期的な検査をきめ細やかに実
施しています。
ご利用を希望される場合は、生協ひろしまの手続きが必要です。
（加入出資金1000円、脱退時返還）ご希望の方は説明にお伺いします。
上記連絡先までご連絡をお待ちしております。
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電話で食料品・日用品などを配達してくれるお店
株式会社ヨシケイ

東広島営業所

東広島市高屋町桧山４７－２
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４９１－０６５１
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４３４－５３７７
FAX ○営業日：月曜日～金曜日
○営業時間：９：００～１７：００
○取扱商品：夕食材料、季節商品
（お正月、バレンタイン、ひな祭り、クリスマスケーキなど）
○注文方法：注文書、電話、ＦＡＸ、インターネット
配達 ※前の週の水曜日が締切日
情報 ○配達エリア：東広島市全域
○配達曜日／時間：
平日（祝日含む）の１０：３０～１６：３０くらいまでにお届け
○配達料金：無料
☆お店からのＰＲ☆
元気で明るい笑顔の社員が配達しています。
プチママコースかカットミールコースからスタートされる方が多いです。
初めての利用の方への特別価格（月曜日～金曜日の５日間、2品構成）
２人用
３人用
４人用
・プチママコース
3,000円
4,500円
6,000円
・カットミールコース
（定番コースは特別価格なし）
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配達をしてくれる電器店
(有)川﨑電気商会
住所
電話
FAX

○東広島市河内町中河内707-4
○ＴＥＬ：０８２－４３７－１１０３
○ＦＡＸ：０８２－４３７－１１０４

内容
料金

○修理内容：電気工事、家電に関することのサービス
○利用料金：配達料はお問合せください

営業日 ○休業日：日曜日、祝日
時間 ○営業時間：９：００～１７：００
エリア 東広島市内全域
☆お店からのＰＲ☆

(有)松田電機
住所
電話
FAX

○東広島市河内町戸野763
○ＴＥＬ：０８２－４３８－０８２２
○ＦＡＸ：０８２－４３８－０８２２

内容
料金

○修理内容：電気・水道のトラブル、家電に関するサービス
燃料の配達
○利用料金：利用料金はお問合せください

営業日 ○定休日：日曜日、第２・４土曜日
時間 ○営業時間：８：3０～１７：0０
エリア 河内町内全域
☆お店からのＰＲ☆
電球１つからでも配達します。
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配達をしてくれる電器店
向井電器
住所
電話
FAX

○東広島市河内町入野5024-8
○ＴＥＬ：０８２－４３７－１０５０
○ＦＡＸ：０８２－４３７－１１７８

内容
料金

○修理内容：ガス、電気器具
○利用料金：簡単な修理なら、2,000円から

営業日 ○休業日：日曜日・祝日
時間 ○営業時間：８：００～１８：００
エリア 入野地区
☆お店からのＰＲ☆
入野地区の方、電球一つからでも配達します。
ガス、家電のことなら何でもご相談ください。

坪郷電機（有）
住所 ○東広島市豊栄町豊栄町乃美2914-2
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３２－２２５１
ＦＡＸ 〇ＦＡＸ：０８２－４３２－２２６２

内容
料金

○家電、電化製品の販売、修理
○電気工事、増改築
○水道工事関係（水道ポンプ・パイプ工事、ボイラーの修理・交換）

営業日 ○営業日：月曜日～土曜日および祝日
時間 ○営業時間：８：３０～２２：００
エリア 豊栄町、福富町、河内町、大和町、三和町
☆お店からのＰＲ☆
お店を始めて70年になります。
高齢者の方の電球の取り換え相談にも対応致します。
お気軽にご相談下さい。
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灯油を配達してくれるお店

福栄石油(有)
○東広島市河内町中河内1373－１
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４３７－１２２２
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４３７－１１７２
FAX ○休業日：日曜日
○営業時間：７：００～２０：００
○取扱商品：灯油
配達 ○注文方法：電話・ＦＡＸ
情報 ○配達エリア：河内町全域
○利用料金：お問合せください
☆お店からのＰＲ☆
できるだけ当日の配達を目指しておりますが、注文の電話は早めに
ご連絡ください。

(有)上本石油
○東広島市河内町入野2461-2
○ＴＥＬ：０８２－４３７－１３１８
住所
○ＦＡＸ：０８２－４３７－１９６６
電話
○休業日：日曜日
FAX
○営業時間：７：００～２０：００（月曜日～土曜日）
８：００～１９：００（祝日）
○取扱商品：灯油
○注文方法：電話・ＦＡＸ
配達
○配達エリア：河内町全域
情報
○配達曜日：月曜日～土曜日
○配達料金：お問合せください
☆お店からのＰＲ☆
お気軽にお問合せください。
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灯油を配達してくれるお店

(有)松田電機
○東広島市河内町戸野763
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４３８－０８２２
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４３８－０８２２
FAX ○休業日：日曜日、第２・４土曜日
○営業時間：８：３０～１7：００
○取扱商品：灯油
配達 ○注文方法：電話・ＦＡＸ
情報 ○配達エリア：河内町全域
○利用料金：お問合せください
☆お店からのＰＲ☆
お気軽にいつで声掛けをしてください。
配達の都合上、注文の電話は早めにお願いします。

（株）ハナダ
○東広島市福富町久芳3860-1
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４３５－２０４８
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４３５－２２２７
FAX ○営業日：元日と1月2日のみ休
○営業時間：６：３０～２０：００
○取扱商品：灯油
○注文方法：電話・ＦＡＸ
○配達エリア：福富町全域
配達
○配達曜日：月曜日～土曜日まで
情報
○配達時間：１０：００～１６：００
○料金：灯油缶18Ｌ2缶まで配達料税込500円、３缶以上は無料
※時間指定不可。注文日の翌日までに配達
☆お店からのＰＲ☆
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灯油を配達してくれるお店

豊栄ピット／（有）トムミルクファーム
住所
電話
FAX

○東広島市豊栄町乃美435
○ＴＥＬ：０８２－４３２－２２９０
○ＦＡＸ：０８２－４３２－２２８４
○営業時間：平日
７：００～１９：００
日曜日、祝日８：００～２０：００
○取扱商品：灯油
○注文方法：電話・ＦＡＸ

配達
情報 ○配達エリア：豊栄町、福富町、河内町、世羅町、三和町、大和町
○利用料金：お問合せください
☆お店からのＰＲ☆
当店では臭いの少ない「少ないスーパー灯油」を取り扱っています。
灯油は18リットル以上のご注文で配達致します。
（配達価格にて提供致します）お気軽にご相談ください。

（有）宮森石油店
○東広島市豊栄町鍛冶屋494
住所
○ＴＥＬ：０８２－４３２－２２２１
電話
○営業日：無休（元旦～１月３日を除く）
FAX
○営業時間：６：３０～２０：００
○取扱商品：灯油
配達 ○注文方法：電話
情報 ○配達エリア：豊栄町、河内町宇山、大和町の一部
○配達時間：１７:００まで
☆お店からのＰＲ☆
灯油、軽油の配達を致します。お気軽にご相談下さい。
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灯油を配達してくれるお店

宗正石油株式会社（豊栄セントラル給油所）
住所
電話
FAX

配達
情報

○東広島市豊栄町鍛冶屋813
○ＴＥＬ：０８２－４３２－４３１１
○ＦＡＸ：０８２－４３２－４３１０
○休業日：無休（元旦～１月３日を除く）
○営業時間：平日７：００～２０：００
祝日８：００～１９：００
○取扱商品：灯油
○注文方法：電話・ＦＡＸ
○配達エリア：豊栄町
○配達時間：１７：００まで
○受付時間：１６：００まで

☆お店からのＰＲ☆
ガソリンの携行缶での配達を行います。お気軽にご相談ください。
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移動販売情報
(有)小川製パン

カナディアン

○福山市駅家町
住所 ○ＴＥＬ：０８４－９７６－０１０４
電話 ○携帯：０９０ー７８９３―２８３４（村上様）
FAX ○営業日：月曜日、木曜日
○営業時間：午後
○取扱商品：パン
○注文方法：携帯電話
移動 ○移動販売エリア：福富町、豊栄町、河内町
販売
情報 ○配達曜日・時間：月曜日のルートは、
グループホームサンハートホーム～消防署近辺～
賀茂北高校近辺～豊栄中学校近辺～入野駅方面
☆お店からのＰＲ☆
福富町には20年前から焼き立てパンをお届けしています。販売場所に
ついては、販売員（村上様）の携帯電話までお気軽にお電話下さい。

佐々木豆腐店
○三次市三良坂町三良坂
○ＴＥＬ：０８２４－４４－２６６２
住所 ○注文用：０８０－６３０９－７３２５
電話
FAX ○ＦＡＸ：０８２４－４４－２１１８
○移動販売日：地域ごとに異なる
○営業時間：店舗開店１０：００～１８：００（月曜定休）
○取扱商品：豆腐、惣菜、豆腐加工品、大豆加工品、デザートなど
移動 ○注文方法：電話
販売 ○移動販売エリア：豊栄町、福富町、河内町
情報 ○配達曜日：河内町（第２土曜日の夕方）
福富町（隔週 金曜日）、豊栄町（隔週 木曜日）
☆お店からのＰＲ☆
創業以来、手作りにこだわり質の良いものを作ることを心がけています。
一丁ずつ出来を確認しながら作る豆腐はきめ細かく、大豆の風味が
感じられます。三次産大豆の豊かな味わいをぜひ納豆でも味わって下さい。
おからドーナツや豆腐プリンも大好評です。
17

移動販売情報
ショージ移動販売とくし丸
住所 東広島市西条土与丸2-6-49
電話 ○ＴＥＬ：０７０－２８３７－５６８６

(とくし丸事業部:立石)

○取扱商品：お刺身、寿司、惣菜、お肉、野菜、果物、パン、
お菓子、日用品等 ４００品目、1200点
○注文方法：電話
○配達エリア：豊栄町（吉原、安宿、能良）・福富町・河内町
移動 ○配達曜日／時間：
販売 豊栄町 吉原 水曜日,土曜日 １６：００～１６：４５(停車4ヵ所)
情報
安宿 月曜日,木曜日 １６：００～１６：４５(停車4ヵ所)
火曜日,金曜日 １６：３０～１７：１５(停車4ヵ所)
能良 火曜日,金曜日 １５：１５～１６：１５(停車5ヵ所)
福富町
月曜日～金曜日（ルートによって曜日が異なる）
河内町
火曜日～金曜日（ルートによって曜日が異なる）
☆お店からのＰＲ☆
見て買えて注文もできる、とっても便利な移動スーパーです。

フジ

おまかせくん

○東広島市西条町御薗宇4405
住所 ○ＴＥＬ：０１２０－３２６－６００
電話 ○ＦＡＸ：０８９－９０３－０８３４
FAX ○営業日：月曜日～土曜日
○営業時間：９：００～１８：００
○取扱商品：お刺身、惣菜、お肉、野菜、果物、パン、お菓子、
日用品等
移動 ○注文方法：電話
販売 ○配達エリア：河内町の一部（入野、上河内、中河内）
情報 ○配達曜日／時間：火曜日・金曜日の午後
○配達料金：無料
※但し、1品につき、出張販売料10円が必要。
☆お店からのＰＲ☆
エフカの使用ができます。
ご希望があれば、服や靴等店舗での取り扱い品の配達も可能です。
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不用品や大型ごみを処分してくれる会社
(有)新空港産業
住所
電話
FAX

○東広島市河内町下河内10194-28
○ＴＥＬ：０８２－４３７－１５３５
○ＦＡＸ：０８２－４３７－０８８０
○休業日：日曜日
○営業時間：８：００～１７：００
○収集できる物：家電、家具、その他家庭ごみ、収集運搬処分
○利用料金：お見積りの上

内容
料金
収集日
ご相談ください
時間等
エリア 河内町内全域
☆事業所からのＰＲ☆

山陽美研(有)
住所
電話
FAX

○東広島市河内町中河内783-10
○ＴＥＬ：０８２－４３７－２３５０
○ＦＡＸ：０８２－４３７－２３３０
○休業日：日曜日、祝日は休み
○営業時間：８：３０～１６：３０
○収集できる物：家具、家電、家庭ごみ等の運搬処分
○利用料金：お問合せください。

内容
料金
収集日
ご相談ください
時間等
エリア 河内町内全域
☆事業所からのＰＲ☆

河谷商店
住所
電話
FAX
内容
料金

東広島市河内町入野1199-1
○ＴＥＬ：０８２－４３７－１３１２
○ＦＡＸ：０８２－４３７－１４８７
○休業日：日曜日
○営業時間：８：００～１７：００
○収集できる物：
一般ごみ、不用品全般の運搬処分、鉄くずの買い取り
○利用料金：料金はお問合せください

収集日
ご相談ください
時間等
エリア 東広島市全域、他
☆事業所からのＰＲ☆
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不用品や大型ごみを処分してくれる会社
エコリサイクルファーム㈱きやま商会
住所
電話
FAX

○広島県東広島市西条町御薗宇字南龍王765
○ＴＥＬ：０１２０－５３５ー３００
○ＦＡＸ：０８２－４２４－１１７６

内容
料金

○収集できる物：再資源ごみ
（新聞、紙、木、プラスチック、段ボール、ガラスなど ）
○利用料金：料金はお問合せください

収集日
ご相談ください
時間等
エリア 東広島市全域
☆事業所からのＰＲ☆
施設入所時や転居時の家庭ごみや不用品の引き取り、処分についてお気軽に
ご相談下さい。

(株)都市ビルサービス
○東広島市八本松町原4792
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４２９－３７３７
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４２９－３８３８
FAX ○営業日：月曜日～土曜日（祝日除く）
○営業時間：８：００～１７：００
内容 ○収集できる物：粗大ゴミ一式、リサイクル家電、遺品
料金 ○利用料金：金額は都度見積り、ご相談ください
収集日 ○月曜日～土曜日 （祝日除く）
時間等 ※基本、１３：００～１６：００の間
エリア 福富町全域
☆お店からのＰＲ☆
市の許可業者として、スムーズな収集を心がけております。
見積り無料 ですので、お気軽にご連絡ください。
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生活支援
（訪問介護事業所のオプション事業）
※訪問介護事業所の中には、介護保険では行えない掃除や見守り等の支援を、
事業所が独自に設定したオプション事業として行っている事業所があります。
※介護保険として契約している人を対象としている場合と、
オプション事業の利用だけでも利用可能としている事業所があります。
※【平均的な金額】１時間あたり

1,500～2,000円

協立ケアサービス(家政婦協会）
住所電 ○広島市中区
話 ○ＴＥＬ：０８２－２２１－８６４４
料金 お問合せください
条件 お問合せください

アシスト安井(家政婦協会）
住所電 ○広島市中区
話 ○ＴＥＬ：０８２－２４９－２５８８
料金 13,871円
条件

在宅介護、付き添い看護、家事手伝い
（泊り込み・事務･手数料込み）＋交通費

ＮＰＯ陽だまり
住所電 ○東広島市西条町
話 ○ＴＥＬ：０８２－４２２－４１１５
料金 お問合せください
条件

陽だまりクラブ会員登録（年2,000円）が 必要。
自費のみの場合、ヘルパーではなくｸﾗﾌﾞ会員が支援する。
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自費の福祉用具レンタル
（自費レンタル）
※事業所によっては貸出要件のある事業所がありますので
詳しくは包括支援センター、居宅介護支援事業所へお問合せ
ください。
〇料金の目安
品目

特殊寝台（電動ベット）
付属品（柵、マット）

料金

１，５００円～３，０００円

備考

個別契約が必要

品目

車椅子（自走式、介助式）

料金

５００円～１，５００円

備考

個別契約が必要

〇貸出可能な事業所

アイテック
住所
電話
FAX

東広島市西条町田口３４４２－１
０８２－４２６－５９３０
０８２－４２６－５９３１

ダスキンヘルスレント東広島ステーション
住所
電話
FAX

東広島市高屋町檜山４５８－６
０８２－４３４－２６０５
０８２－４３４－２６０７

ライフ・フィット福祉用具貸与事業所
住所
電話
FAX

東広島市八本松南２－１８－６
０８２－４９７－０２５５
０８２－４９７－０２４４
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自費の福祉用具レンタル
（自費レンタル）
※事業所によっては貸出要件のある事業所がありますので
詳しくは包括支援センター、居宅介護支援事業所へお問合せ
ください。

クォリティー福祉用具貸与事業所
住所
電話
FAX

東広島市安芸津町風早１１９５－２７
０８４６－４５－１２９２
０８４６－４５－０８９３

ラポール福祉用具貸与事業所
住所
電話
FAX

東広島市安芸津町風早５５０－１
０８４６－４６－１１２９
０８４６－４６－１１１８

日本基準寝具株式会社
住所
電話
FAX

広島市安佐南区大町東2丁目１５－２
０１２０－８９－４５６７
０８２－５５４－１０２６

深川医療器株式会社
住所
電話
FAX

エコール事業部

呉営業所

呉市光町１０－２０
０８２３－２２－３５１５
０８２３－２４－１１６４
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訪問理美容
しあわせづくり㈱
○広島市安佐南区西原
住所
○フリーダイヤル：０１２０－９３１－８１４
電話
○ＴＥＬ：０８２－８３６－４１６５
FAX
○ＦＡＸ：０５０－３７３７－２４１５
○内容／料金： カット（3.300円）パーマ（6,050円）
シャンプー（1,100円）カット＆顔剃り（3,850円）
シャンプー＆ブロー（3,300円）ハーブカラー（5,500円）
内容
パーマ＆カット（9,350円）ハーブカラー＆カット（8,800円）
料金
頭皮ヘッドスパ（3,300円）ネイルカラー＆プチアート（1,650円）
※初回は出張費無料 2回目から1,000円
○訪問着付け：訪問着・留袖（5,500円）小紋・紬・袴（4,400円）
ゆかた（3,300円） 他
営業日 ○営業時間：９：００～１８：００
時間 ○受付時間：９：００～１６：００
エリア 東広島市全域

☆お店からのＰＲ☆
ご高齢、病気や障がいで理美容室に行くことが難しい方へ、訪問理美容専門
のホスピタリティ溢れるスタッフが「おもてなしの心」でお伺い致します。
ベッドでのカットやカラー、シャンプーなど、どんな方にも対応できます。

訪問・出張美容はーとりんぐ
住所 ○広島市中区舟入町
電話 ○ＴＥＬ：０８２－９４２－５１７７
FAX ○ＦＡＸ：０８２－９４２－５３１１
○内容／料金：
カット（3,300円）お顔そり（男性1.100女性550円）
内容
料金
シャンプー（1,100円）パーマ（4,400円）
毛染め（4,400円）他
営業日
年中無休
時間
エリア 広島県全域
☆お店からのＰＲ☆
島部は出張料金必要。電源をお借りします。
顔そり、シャンプー、パーマ、毛染めではお湯をお借りします。
タタミ一畳のスペースがあればサービス可能です。
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訪問理美容
ぐぅ・ちょき・ぱーま（びゅーてぃさろん

おおた）

住所 ○東広島市西条土与丸4-20
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４２３－５５３２
FAX ○ＦＡＸ：０８２－４２３－５５３２

内容
料金

○内容／料金：
カット（3,850） シャンプーカット(4,400）
カット（3,850） シャンプーカット(4,400）
ヘアダイ＆カット（6,050～）
シャンプーブロー（3,080～）
※出張費は要相談

営業日 ○営業日：火曜日～土曜日
時間 ○営業時間：９：００～１６：００
エリア 東広島全域
☆お店からのＰＲ☆
事前予約が必要です。予約時に初めての方はお名前、住所、お宅の場所、
サービスを受ける方のお体の状態や体調などをお聞かせください。

美容室はーとふるまーず
住所
電話

○東広島市福富町久芳1535-48
○ＴＥＬ：０８２－４３５－２４８８

内容
料金

○カット代3,000円（税込出張費込）
簡単な眉毛、口まわりのうぶ毛を整え致します

営業日
○月曜日又は相談に応じて
時間
エリア 福富町全域、豊栄町の一部
☆お店からのＰＲ☆
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訪問理美容
今朝丸美容室
住所
電話

○東広島市福富町上竹仁725-10
○ＴＥＬ：０８２－４３５－３２５３

内容
料金

○出張の場合はカットのみ
税込2,500円
※町外の場合は出張料金加算
※送迎の場合は福富町内500円で福富町外の方は要相談

営業日 ○営業日：月曜日～金曜日
時間 ○時間：８：３０～１６：００頃（要相談）
営業 福富町全域
エリア ※豊栄町と河内町に関しても相談受け付けます
☆お店からのＰＲ☆

アリス美容室
住所
電話

○東広島市福富町下竹仁787
○ＴＥＬ：０９０－４１４５－６３０４

内容
料金

○カット代3,000円（税込・出張費込み）
※送迎あり（要相談）

営業日 ○営業日：火曜日・水曜日・木曜日・金曜日
時間 ○時間：９：００～１７：００（要予約）
エリア 福富町全域

☆お店からのＰＲ☆
来店されるときの送迎あり。（要相談）

PENI-GUN(ペニ・ガン）
住所
電話

○東広島市河内町中河内739-9
○ＴＥＬ：０８２－４３７－２０１１

内容
料金

○内容：カットのみ
○料金：お問合せ下さい

営業日
○訪問理容は月曜のみ
時間
エリア 河内町内全域
☆お店からのＰＲ☆

26

訪問理美容
WABiSABi （ワビサビ）
住所
電話
内容
料金

○東広島市河内入野2578-1
○ＴＥＬ：０８２－４３７－０７８０（予約制）
○お問合せください

○休業日：火曜日、第３月曜日
営業日
○営業時間：平日１０：００～１９：００
時間
土曜日、日曜日、祝日９：００～１８：００
エリア お問合せください
☆お店からのＰＲ☆
令和２年９月～ 新しくOPENしました。店内まで車椅子で入れ、車椅子の
ままご利用できます。今後、訪問美容も行う予定です！

un pas(アンパス）
住所
電話
内容
料金

○東広島市河内町中河内1187-2
○ＴＥＬ：０８２－４３７－１５０９
○内容：カット、シャンプー、カラー、パーマ、ブロー、顔そり
○料金：3,000円～ （出張料込）
※簡易のシャンプー台を持参します。

営業日 ○休業日：月曜日、第１・第３日曜日
営業
（火曜日・木曜日は施設へ出張のため休み）
時間 ○営業時間：８：３０～１９：００ （※要予約）
エリア 東広島市全域
☆お店からのＰＲ☆
要予約、詳しくはお問合せください。介護が必要になられても、
いつも美しい貴方でいられるように、お手伝いします。

バラエン美容室
住所
電話

○東広島市河内町中河内1245-3
○ＴＥＬ：０８２－４３７－０１２３
内容 ○内容：カット、ブローのみ
料金 ○料金：2,000円～（出張料、税込）※シャンプーはできません。
営業日 ○休業日：月曜日、第１・第３日曜日
営業 ○営業時間：９：００～１８：００
時間 ※できれば前日までにご連絡ください。
○下中上河内地区
エリア
※入野・小田・河戸・戸野は相談のうえで。宇山は訪問できません
☆お店からのＰＲ☆
※できれば前日までにご連絡ください。
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訪問してくれる施術院
こうち快復整体院
住所 ○東広島市河内町中河内1026-4
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３７－２１１０
FAX ○ＦＡＸ：０８２－４３７－２１１０
内容
料金
営業日
営業
時間

○支援内容
専用の施術ベッドを持参しての疲労回復整体を中心とした手技で
施術を行う。（約１時間）
○利用料金： 4,000円（河内町内）、5,000円（河内町外）
○営業日：日曜、月曜、水曜、金曜 ９：００～１８：００
火曜、木曜、土曜
９：００～１１：００
※前日までの早目の電話予約が必要です。

エリア 河内町内全域・福富町・豊栄町・高屋町・大和町
☆お店からのＰＲ☆
当院では、全身疲労や心身のストレス軽減を目的とする全身体術を主な施術
法としています。スポーツ選手も 多数来院している整体院です。

兼田鍼灸治療院
住所 ○東広島市河内町中河内748-1
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３７－２０８０
FAX ○携帯：０９０－８３６４－２６１６
○支援内容：出張鍼灸治療いたします。
内容 ○利用料金：施術時間３０分 （初診料 2,200円）
料金
河内町内 2,750円
東広島市内 3,300円
営業日 ○休業日：不定休
時間 ○営業時間：８：００～２０：００
エリア 東広島市全域
☆お店からのＰＲ☆
健康保険取り扱い可能（一部対象外もあり）
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訪問してくれる施術院
広島総合訪問はりきゅうマッサージ協会
ゆたか東広島事業所
住所 ○東広島市西条御条町5-26-1046
電話 ○ＴＥＬ：０８２－２９５－９９９７
FAX ○ＦＡＸ：０８２－２９５－９９９５
○支援内容：鍼灸・マッサージ
○医療保険の対応：１割～３割
内容
○利用料金：施術料金と往診料。距離によって異なります。
料金
※原爆手帳、重度障がい手帳などの医療助成や生活保護の対象
になります。
営業日 ○営業日：月曜日～土曜日
日曜日休み、祝日営業
時間 ○営業時間：9：00～18：00
エリア 東広島市全域

事業所より半径16ｋｍ以内

☆お店からのＰＲ☆
無料体験あり。かかりつけ医の同意書が必要。

アイハンド訪問はりきゅう治療院
○東広島市西条町御薗宇3509 長者マンション203
住所
○ＴＥＬ：０８２－５６９－４６６０
電話
○ＦＡＸ：０８２－４４５－０３０３
○支援内容：鍼灸・マッサージ
○利用料金：医療保険対応1割540円、２割970円、３割1,400円
内容
※料金は往診料・消費税を含んだ金額です。
料金
※原爆手帳・重度障がい手帳などの医療助成や生活保護の対象
※医療保険適用外の方でも実費での施術可能。
営業日 ○営業日：月曜日～金曜日 （北部3町）
時間 ○営業時間：8：30～18：30
エリア 東広島市全域

事業所より半径16ｋｍ以内

☆お店からのＰＲ☆
無料体験あり。かかりつけ医の同意書が必要。
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訪問してくれる施術院
ＫＥｉＲＯＷ東広島中央ステーション
○東広島市西条町御薗宇6239-1 越川ビル102
住所
○ＴＥＬ：０１２０－０６６－３５５
電話
○ＦＡＸ：０８２－４２６－４４３３
○支援内容：鍼灸・マッサージ
内容 ○利用料金：医療保険の対応：１割～３割
料金 ※料金はマッサージ料と往診料は、距離によって異なります。
※原爆手帳,重度障がい手帳等の医療助成や生活保護の対象になります。
営業日 ○営業日：月曜日～土曜日 祝日営業
時間 ○営業時間：9：00～18：00
エリア 東広島市全域

年末年始休み

事業所より半径16ｋｍ以内

☆お店からのＰＲ☆
無料体験あり。かかりつけ医の同意書が必要。

鍼灸

南天堂

住所 ○東広島市高屋町杵原1183-3
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３７－３４３１
○支援内容：訪問施術（はり・きゅう）
内容
○利用料金：医療保険利用
料金
１割負担の方400円～（１回）２割負担の方800円～（１回）
営業日 ○営業日：月～土 祝日営業 年末年始休み
時間 ○営業時間：9：00～18：00
エリア 東広島市全域

事業所より半径16ｋｍ以内

☆お店からのPR☆
医療保険利用。病院に通うことが難しい、ご高齢の方や病気等により、
体を動かす事が難しい方へ、少しでも日常生活が良いものになるよう
サポートさせていただきます。

30

訪問してくれる施術院
カイロプラティック＆ビューティサロン
癒☆時空～いやしたいむ～
住所 ○東広島市福富町上竹仁1350－1
電話 ○ＴＥＬ：０９０－８２０７－７４０２
○内容：骨盤を中心に全身施術。カイロプラクティックを中心に、
オシテオパシー、操体法、筋肉リリースなどの技術も。
内容 （生活習慣改善の為のアドバイス付き）
料金 ○料金：総合コース ６０分 4,000円
※出張料：福富町内無料、片道30分圏内1,000円
遠方の場合2,000円＋実費高速代が必要
営業日 ○営業日：月曜日・火曜日・木曜日・金曜日・土曜日
営業 ○営業時間：１０：００～１８：００
時間 ※水・日や時間外でも可能な場合有（要相談）
営業 ○車で1時間圏内（東広島市を中心に安芸高田市、竹原市）
エリア ※冬季は凍結地域在住の為お受け出来かねる場合もあります。
☆お店からのＰＲ☆
カイロプロテクタ、クレイセラピストの清水美保です。小学生から80代
まで通われています。「痛みの原因の80％は骨盤の歪み」骨格を整え筋肉
を緩め日常生活が送りやすいよう、お家で簡単に出来る健康アドバイスも
患者さんに好評です。今までの「食べる、寝る、動く」という生活習慣、
どこかに痛みの原因が！一緒に 「健康」目指しましょう！
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家の掃除・片づけを頼める会社
(有)サンキ
○東広島市河内町宇山1169
住所 ○フリーダイヤル：０１２０－３７４１－３９
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３０－３１７７
FAX ○ホームページアドレス： sanki-seizenseiri@sky.megaegg.ne.jp
○ホームページ： https://www.sanki-seizenseiri.com/

内容
料金

○内容
・片付け（生前整理・遺品整理）
・除菌、消臭、コロナ対策、特殊清掃（オゾン脱臭・光触媒にて）
・お焚き上げ（お仏壇、お人形など）
・エステートセール（大切なお品を廃棄せず人につなぐ）
・墓じまい、墓地移設、墓地改修
・相続対策、認知症になる前の対策
・空き家対策（空き家管理、草刈り、剪定、伐採、防草シート張り、
リフォーム、介護対応など）
・空き家解体
・ハウスクリーニング
・くもの巣、樋などの掃除
・スズメバチの駆除
※それ以外でもお困りごとについて、お気軽にお問合せください。
○利用料金
料金については、お伺いして現地確認の上、見積もりいたします。

営業日 ○休業日：無し、土曜日、日曜日、祝日関係なく対応いたします
営業 ○営業時間：８：００～１９：００
時間 ※緊急の場合は時間外でも遠慮なくご連絡ください
営業
広島県内全域
エリア
☆事業所からのPR☆
「～どんな事でも、悩んだらすぐ電話を～」
お困りごとがありましたら、お気軽にお電話ください。
お見積りは無料で対応いたします。
弊社は、東広島市空家等対策協力業者登録の会社です。
【資格一覧】
遺品整理士、生前整理診断士、相続診断士、エステートセラー、古物商許
可、事件現場特殊清掃士、孤独死脱臭消臭マイスター、除菌マイスター、建
設業許可（一般土木工事・解体工事・石工事・他）、防災士
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家の掃除・片づけを頼める会社
おたすけ隊
住所
電話
内容
料金
営業
時間

○東広島市西条町朝日町
○ＴＥＬ：０８０－３８７４－０３６３
○内容
不用品処分・生前整理・遺品整理・リフォーム・解体・
清掃・草刈り伐採・シロアリ駆除・その他お困り事
○利用料金：お問合せください
○営業時間：８：００～１７：００

営業
広島県内、場合によっては他県も可
エリア
☆事業所からのPR☆
東広島でおたすけ隊を営んでおります。地域の困り事やお客様の悩み事に
しっかり取り組んでまいります。また、葬儀、墓、相続、遺言、不動産など
も承っておりますので気軽にご相談ください。

ダスキン福富
住所 ○東広島市福富町久芳1535-105
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３０－１３８０
FAX ○ＦＡＸ：０８２－４３５－２２３３

内容
料金

○内容：お掃除全般
○利用料金
（例）エアコンクリーニング1台13,000円＋税
浴室クリーニング18,000円＋税
家事の代行（詳細については要問合せ）

営業日
○営業時間：平日８：３０～１７：３０（不在の場合あり）
営業
○休業日：土曜日・日曜日・祝日休み
時間
営業
東広島市内全域（要問合せ）
エリア
☆事業所からのPR☆
お掃除全般を承っています。気軽にご相談ください。
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家の掃除・片づけを頼める会社
認定特定非営利活動法人 陽だまり
住所 ○東広島市西条中央7丁目17番35-101号
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４２２－４１１５
FAX ○ＦＡＸ：０８２－４２２－４１１８
内容
料金

○利用料金：1時間ごと800円
○交通費：1㎞ごと20円
○年会費：2,000円(毎年度4月1日～3月31日)

営業日 ○事務所受付日：月～金
営業 ○事務所受付時間：８：30～１７：30
時間 ※活動者が活動可能であればいつでも活動できます
営業
東広島市内 (市外の場合は要相談)
エリア
☆事業所からのPR☆
陽だまりクラブは会員制のたすけあい活動です。地域の人々がお互いに助け
合うことを趣旨とし、だれでも利用できて誰でも活動できます。皆さんの
「ちからになりたい!」と「こまったなぁ」をお手伝いいたします。

おうちの御用聞き 家工房
住所 ○東広島市八本松東4-9-7
電話 ○ＴＥＬ：０１２０－９６１－３５７
FAX ○ＦＡＸ：０８２－４２６－５５４０
内容 ○利用料金：仕事内容による変動あり、都度見積(無料)。
料金
メール、LINEによる概算見積も可能。
営業日 ○営業日：月曜日～金曜日
営業 ○営業時間：８：００～１８：００
時間 ※時間外相談可能
営業
福富、豊栄、河内、志和、八本松、西条、高屋
エリア
☆事業所からのPR☆
お客様の地域に密着し、お客様の困り事を解決していきます。電球交換から
窓拭き等の小さな仕事から、リフォームなどの大規模なものまで、おウチの
中で起こるお客様の「困った」を解決します。
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家の掃除・片づけを頼める会社
日本基準寝具株式会社 エコール事業部

エンタ

リビングサポート

○広島市安佐南区大町東二丁目15番2号
○ＴＥＬ：０１２０－８９－４５６７
○ＦＡＸ：０８２－５５４－１０２６
〇メールアドレス enta-living@nihonkijun.jp
○家事代行(日常生活支援)
1時間3,000円～
・お掃除 (掃除機、雑巾がけ、皿洗いなど)
+
・洗濯
訪問料1回500円
・庭掃除 ※ゴミ処分費等別途
※別途ご相談ください。
・買い物代行
エリアによって別途追加
・雑務(布団干し、電球交換など)
料金が発生します。
・その他家事代行
○ハウスクリーニング
2名1時間6,000円～
・お家まるごと大掃除
・キッチン・レンジフード
15,000円
・換気扇・トイレ
8,000円
・浴室
15,000円
・エアコン(お掃除機能無)
12,000円
別途見積
・その他
○お片づけ/移動
・引っ越しの手伝い
現地調査後、見積
支
※荷物等の量に応じて
・家財等の移動(ご自宅内)
援
別途見積
・お片づけ ※ゴミ処分等別途
内
・不用品整理
容
○害虫駆除
現地調査後、見積
・ハチの巣
※害虫の種類や大きさや
・ネズミ
利
数により別途見積
・シロアリ など
用
○庭木等の剪定
料
・庭木等の剪定、伐採
現地調査後、見積
金
※庭木の種類や大きさ等に
・草刈り、芝刈り
より別途見積
・草抜き
・その他 庭のリフォーム等
○住まいのお手入れ
・網戸、襖、障子の張替え
・畳の表替え、交換
・ドアや扉の建付け
現地調査後、見積
・ドアノブの補修交換
・ウォシュレットの取付、交換
・水廻りの補修
・手すりの取付、調整
・リフォーム全般
○その他
・お墓のお掃除
現地調査後、見積
・24時間365日緊急かけつけサービス
・その他 ※ご相談ください
日曜日休み
営業日
８：３０～１７：３０
営業時間
広島県全域、山口県、岡山県の一部
営業エリア
エコールの「介護支援」とエンタの「生活支援」で、みなさまの安心で
事業所からのPR 豊かな生活を応援！「介護の知識と経験」で”くらし”をまるごと
サポートいたします！
住所
電話
FAX
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家の掃除・片づけを頼める会社
有限会社ぽけっと
住所
電話
FAX

○ 東広島市八本松町正力1276番地5
○ＴＥＬ：０８２－４２８－１８１２
○フリーダイヤル：０１２０－１９３－８３３
○ＦＡＸ：０８２－４２８－１８１５
○ハウスクリーニング
・ワンルーム
20,000円～
・2DK～2LDK
30,000円～
・3DK～3LDK
40,000円～
・4DK～4LDK
50,000円～
・一軒家
60,000円～
・台所シンク廻り
・台所換気扇：フード、フィルター、ファン分解洗浄
・トイレ：窓、換気扇含む
・玄関廻り
・洗面台

内容

※居住中は荷物移動費
として+10,000円

各15,000円

大きさ、広さに
より御見積いたし
ます

※暖房乾燥機付き換気扇は分解によるリスクを伴うため、
表面のお掃除のみ
5,000円～
・窓：高さ2ｍまで、2枚
1㎡1,000円～
・フローリング：床洗浄、ワックス
・エアコン：(自動洗浄付は+5,000円)
１台15,000円～
※当社のエアコン洗浄は環境・身体に
やさしいエコ洗剤を使用しています
1時間5,000円～
・草刈 (処分含む、交通費別途)
1時間3,500円～
○家事代行
(2時間から承ります)
・料理、洗濯、掃除等
○リフォーム
・畳表替
4,000円～
・襖貼替(片面)
2,500円～
・襖貼替(両面)
2,800円～
2,500円～
・障子貼替
・網戸貼替
2,500円～
1㎡ 1,000円～
・クロス貼替
1㎡ 800円～
・クロス塗装
・畳をフローリングにリフォーム
6畳 60,000円～
(畳の撤去・処分は別途)

○営業時間：６：００～２２：００
○ＴＥＬ：０１２０－１９３－８３３
※まずはお気軽にお電話ください
営業エリア 東広島市内、広島市内、呉市内
☆事業所からのPR☆
①新型コロナウイルス対策を実施しています
②お子さまや環境にやさしい天然植物洗剤を使用しています
③出張費や汚れ具合による追加料金は一切なしです
④NPO日本ハウスクリーニング協会に加盟し有料企業の認定を受けています
⑤ゆめカード(ｲｽﾞﾐ)のポイントがつきます + 笑顔!
営業日
営業時間
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便利屋さん
(有)サンキ
○東広島市河内町宇山1169
住所 ○フリーダイヤル：０１２０－３７４１－３９
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３０－３１７７
FAX ○ホームページアドレス： sanki-sizenseiri@sky.megaegg.ne.jp
○ホームページ： https://www.sanki-seizenseiri.com/
○支援内容
・片付け（生前整理・遺品整理）
・除菌、消臭、コロナ対策、特殊清掃（オゾン脱臭・光触媒にて）
・お焚き上げ（お仏壇、お人形など）
・エステートセール（大切なお品を廃棄せず人につなぐ）
・墓じまい、墓地移設、墓地改修
・相続対策、認知症になる前の対策
内容 ・空き家対策（空き家管理、草刈り、剪定、伐採、防草シート張り、
料金
リフォーム、介護対応など）
・空き家解体
・ハウスクリーニング
・くもの巣、樋などの掃除
・スズメバチの駆除
※それ以外でもお困りごとについて、お気軽にお問合せください。
○利用料金
料金については、お伺いして現地確認の上、見積もりいたします。
営業日 ○休業日：なし、土曜日、日曜日、祝日関係なく対応いたします
営業 ○営業時間：８：００～１９：００
時間 ※緊急の場合は時間外でも遠慮なくご連絡ください
営業
エリア 広島県内全域
☆事業所からのＰＲ☆
「～どんな事でも、悩んだらすぐ電話を～」
お困りごとがありましたら、お気軽にお電話ください。
お見積りは無料で対応いたします。
弊社は、東広島市空家等対策協力業者登録の会社です。
【資格一覧】
遺品整理士、生前整理診断士、相続診断士、エステートセラー、古物商許
可、事件現場特殊清掃士、孤独死脱臭消臭マイスター、除菌マイスター、建
設業許可（一般土木工事・解体工事・石工事・他）、防災士

37

遺品整理
(有)サンキ
○東広島市河内町宇山1169
住所 ○フリーダイヤル：０１２０－３７４１－３９
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３０－３１７７
FAX ○ホームページアドレス：sanki-seizenseiri@sky.megaegg.ne.jp
○ホームページ： https://www.sanki-seizenseiri.com/
○支援内容
・片付け（生前整理・遺品整理）
・除菌、消臭、コロナ対策、特殊清掃（オゾン脱臭・光触媒にて）
・お焚き上げ（お仏壇、お人形など）
・エステートセール（大切なお品を廃棄せず人につなぐ）
・墓じまい、墓地移設、墓地改修
・相続対策、認知症になる前の対策
・空き家対策（空き家管理、草刈り、剪定、伐採、防草シート張り、
内容
リフォーム、介護対応など）
料金
・空き家解体
・ハウスクリーニング
・くもの巣、樋などの掃除
・スズメバチの駆除
※それ以外でもお困りごとについて、お気軽にお問合せください。
【利用料金】
料金については、お伺いして現地確認の上、見積もりいたします。
営業日 【休業日】なし、土日祝日関係なく対応いたします
営業 【営業時間】８：００～１９：００
時間 ※緊急の場合は時間外でも遠慮なくご連絡ください
営業
エリア 広島県内全域
☆事業所からのＰＲ☆
「～どんな事でも、悩んだらすぐ電話を～」
お困りごとがありましたら、お気軽にお電話ください。
お見積りは無料で対応いたします。
弊社は、東広島市空家等対策協力業者登録の会社です。
【資格一覧】
遺品整理士、生前整理診断士、相続診断士、エステートセラー、古物商許
可、事件現場特殊清掃士、孤独死脱臭消臭マイスター、除菌マイスター、建
設業許可（一般土木工事・解体工事・石工事・他）、防災士
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草刈り
小田の草刈り隊
住所 ○東広島市河内町小田
代表：村上（１２の組）
電話 ○ＴＥＬ：０９０－７１３２－３４８５
利用
詳しくはお問合せください
料金
営業日
詳しくはお問合せください
時間
営業
河内町内全域
エリア
☆事業所からのＰＲ☆

入野地区社会福祉協議会
住所 ○東広島市河内町入野5024-12
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３７－２５２２
FAX ○ＦＡＸ：０８２－４３７－２５３０
利用 １，２４０円／時間（一人）
料金 ※利用できるのは入野地区民のみです。
営業日
詳しくはお問合せください
時間
営業
入野地区
エリア
☆事業所からのＰＲ☆
利用できるのは、入野地区民のみとなります。

グリーンバスターズ
住所 ○東広島市河内町上河内847-1
代表：吉原祐司
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３７－２１４１
利用 見積もりは無料でさせていただきます。
料金 詳しくは、お問合せください
営業日
詳しくは、お問合せください
時間
営業
東広島市内全域・東広島市外でもOKです。
エリア
☆事業所からのＰＲ☆
草刈だけでなく、防草シート工事も賜ります。
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スズメバチの駆除
(有)サンキ
○東広島市河内町宇山1169
住所 ○フリーダイヤル：０１２０－３７４１－３９
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３０－３１７７
FAX ○ホームページアドレス：sanki-seizenseiri@sky.megaegg.ne.jp
○ホームページ： https://www.sanki-seizenseiri.com/
○支援内容
・スズメバチの駆除
内容 ※それ以外でもお困りごとについて、お気軽にお問合せください。
料金
○利用料金
料金については、お伺いして現地確認の上、見積もりいたします。
○休業日：なし、土日祝日関係なく対応いたします
営業日
○営業時間：８：００～１９：００
時間
※緊急の場合は時間外でも遠慮なくご連絡ください
営業
広島県内全域
エリア
☆事業所からのＰＲ☆
「～どんな事でも、悩んだらすぐ電話を～」お困りごとがありましたら、
お気軽にお電話ください。
お見積りは無料で対応いたします。
弊社は、東広島市空家等対策協力業者登録の会社です。
【資格一覧】
遺品整理士、生前整理診断士、相続診断士、エステートセラー、古物商許
可、事件現場特殊清掃士、孤独死脱臭消臭マイスター、除菌マイスター、建
設業許可（一般土木工事・解体工事・石工事・他）、防災士
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タクシー
(有)河内タクシー
住 所
電話番号
ＦＡＸ
利用料金
対応エリア

○東広島市河内町入野836-4
○ＴＥＬ：０８２－４３７－１１３３
○ＦＡＸ：０８２－４３７－２１２５
○休業日：なし
○営業時間：６：３０～２１：００
○初乗料金：５７０円
○加算料金：９０円／３３１ｍ
○車いす対応：あり
※県内利用可
東広島市内全域

☆事業所からのＰＲ☆
チケット決済、カード決済、QRコード決済、取り扱いOKです。

入野タクシー
住 所
電話番号
ＦＡＸ
利用料金

対応エリア

○東広島市河内町入野836-4
○ＴＥＬ：０８２－４３７－１４４６
○ＦＡＸ：０８２－４３７－１２４７
○休業日：なし
○営業時間：６：３０～２１：００
○初乗料金：５７０円
○加算料金：９０円／３３１ｍ
○車いす対応：あり
※県内利用可
東広島市内全域、本郷町、大和町

☆事業所からのＰＲ☆
チケット決済、カード決済、QRコード決済、取り扱いOKです。

株式会社
住 所
電話番号
ＦＡＸ
利用料金
対応エリア

東広島タクシー

○東広島市西条町御薗宇3387
○ＴＥＬ：０８２－４２３－２１２１
○ＦＡＸ：０８２－４２２－８８３８
○初乗料金：570円
○加算料金：389ｍごと、80円追加
○ストレッチャー対応：あり
東広島全域

☆事業所からのＰＲ☆

41

タクシー
広島エアポート交通（株）
住 所
電話番号
ＦＡＸ

○東広島市河内町入野1169-1
○ＴＥＬ：０８２－４３７－２５２５
○ＦＡＸ：０８２－４３７－２５５５
○休業日：なし
○営業時間：８：００～２２：００

利用料金

○初乗料金：５７０円
○加算料金：９０円／３３１ｍ

広島空港
河内町内全域
☆事業所からのＰＲ☆
広島空港ご利用の際は、宜しくお願いいたします。
チケット決済、カード決済、QRコード決済、取扱いOKです。
対応エリア

(有)豊栄交通
住 所
電話番号
ＦＡＸ

○東広島市豊栄町清武20-4
○ＴＥＬ：０８２－４３２－２３２３
○ＦＡＸ：０８２－４３２－２３２２
○営業日：年中無休
○営業時間：7：00～20：00

利用料金

○初乗料金：570円（1169mまで）
○加算料金：90円（331mごと）

対応エリア 東広島市全域
☆事業所からのＰＲ☆
旅行・観光バス・タクシーのことなら豊栄交通にお任せください。教育の
行き届いているスタッフの親切丁寧な対応で、お客様の楽しい旅のお手伝
いをさせていただきます。
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介護タクシー
福富サポートタクシー
○東広島市福富町上竹仁1140
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４３５－３２６１
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４３５－３２６１
FAX ○営業日：月曜日～土曜日 （祝日、日曜日は休みのため要相談）
○営業時間：８：００～１９：００
内容
料金

○初乗料金：５００円（１．５㎞まで）
○加算料金：１．５㎞以降は３８９ｍごとに８０円加算
○車いす対応：あり

○福富・豊栄・河内・高屋（造賀）のお客様を中心に対応。
※行き先は、市外も対応。
☆事業所からのＰＲ☆
予約が入っていなければ、当日のお電話でも対応いたします。
※利用できる人が限られています。
①介護保険で要支援・要介護認定者・身体障害者手帳の交付を受けている方
②障害や一人での移動が難しく、タクシーや公共交通機関を利用することが
難しい方。
エリア

ケアタクシーひまわり
○東広島市豊栄町吉原3834
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４３２－３８３０
電話 ○営業日：月曜日～土曜日
FAX ○電話受付時間：７：００～１９：００
○営業時間：７：３０～１８：００
内容
料金

○初乗料金：500円/1.5キロまで
○加算料金：80円/389ｍごと
○ストレッチャー対応：あり
○車いす対応：あり

エリア 東広島市全域
☆事業所からのＰＲ☆
院内ヘルパーや買い物介助にも対応致します。お気軽にご相談下さい。
※利用できる人が限られています。
①介護保険で要支援・要介護認定者・身体障害者手帳の交付を受けている方
②障害や一人での移動が難しく、タクシーや公共交通機関を利用することが
難しい方。
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介護タクシー
こころよい介護タクシー
○東広島市西条町寺家48340-4
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４２３－４６８９
電話 ○携帯：０５０－３１５３－３８４６
FAX ○営業日：月曜日～土曜日
○営業時間：８：００～１７：００
○初乗料金：540円
○加算料金：352ｍごと：90円可算
内容
130秒（信号待ち等）：90円可算
料金
○ストレッチャー対応：あり
○車いす対応：あり
エリア 東広島全域
☆事業所からのＰＲ☆
まずはご連絡ください。
※利用できる人が限られています。
①介護保険で要支援・要介護認定者・身体障害者手帳の交付を受けている方
②障害や一人での移動が難しく、タクシーや公共交通機関を利用することが
難しい方。

スキップタクシー
○東広島市西条朝日町7-3
○ＴＥＬ：０８２－４２２－２８５９
住所
○フリーダイヤル：０１２０－９９９－９８２
電話
○ＦＡＸ：０８２－４２２－２８７９
FAX
○営業日：月曜日～土曜日
○営業時間：８：００～１８：００
内容
料金

○初乗料金：500円
○加算料金：389ｍごと：80円追加
○車いす対応：あり

エリア 東広島全域
☆事業所からのＰＲ☆
まずはご連絡ください。
※利用できる人が限られています。
①介護保険で要支援・要介護認定者・身体障害者手帳の交付を受けている方
②障害や一人での移動が難しく、タクシーや公共交通機関を利用することが
難しい方。
44

介護タクシー
本田介護タクシー
○東広島市高屋町造賀2975
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４２６－０７００
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４２２－８８３８
FAX ○営業日：私用がなければ、ほとんど毎日
○営業時間：７：００～１７：００ （おおむね）
内容
料金

○初乗料金：２㎞300円 迎え570円
○加算料金：330ｍごと50円追加
○車いす対応：あり

エリア 豊栄・小田・宇山～西条方面
☆事業所からのＰＲ☆
料金には自信があります。
たとえば久芳の信号から西条まで16ｋｍとすると、
16ｋｍ×150円+300円＝2700円です。
１台のため10ｋｍ未満はよほどのない限りお断りしています。
※利用できる人が限られています。
①介護保険で要支援・要介護認定者・身体障害者手帳の交付を受けている方
②障害や一人での移動が難しく、タクシーや公共交通機関を利用することが
難しい方。

平成会

介護タクシーこだま

○東広島市高屋町宮領178-2
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４３４－０４０５
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４３４－５５９９
FAX ○休業日：日曜日、祝日、12/28～1/3
○営業時間：８：３０～１７：００
内容
料金

○初乗料金：500円
○加算料金：1ｋｍ毎 200円
○ストレッチャー対応：あり
○車いす対応：あり

エリア 東広島全域 （豊栄・福富は要相談）
☆事業所からのＰＲ☆
事前予約制 迎車料金２００円（高屋町以外）
※利用できる人が限られています。
①介護保険で要支援・要介護認定者・身体障害者手帳の交付を受けている方
②障害や一人での移動が難しく、タクシーや公共交通機関を利用することが
難しい方。
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移動支援
入野デマンド交通

入野自治組織「篁の郷」

○東広島市河内町入野5024-12
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４３７－２５２２（問合せ先）
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４３７－２５３０
FAX ○営業日：月曜日～土曜日
○営業時間：８：００～１６：３０
内容
料金

○料金

対応 ○利用
エリア ○行先

入野地区内
高屋・河内地区内
西条地区

片道１００円
片道３００円
片道６００円

入野地区にお住まいの方のみです。
入野地区内・高屋地区内・河内地区内・西条地区内です。

☆事業所からのＰＲ☆
まずは登録してカードを作っていただきます。
※デマンド交通とは、事前に登録した人が事前に予約し、相乗りをして運行
する交通システムです。

認定特定非営利活動法人 陽だまり
○東広島市西条中央7丁目17番35-101号
住所 ○ＴＥＬ：０８２－４２２－４１１５
電話 ○ＦＡＸ：０８２－４２２－４１１８
FAX ○営業日：月曜日～土曜日
○営業時間：８：００～１７：００
内容
料金

○年会費2,000円(4月1日～3月31日)
○乗車距離と利用時間に応じて料金がかわります
(概ねタクシー料金の半額です)詳しくはお問い合わせください。

対応
東広島市内(市外の場合は要相談)
エリア
☆事業所からのＰＲ☆
公共交通機関の利用が難しい方のために、陽だまり所有の福祉車両や、
活動者の自家用車を使って病院までの送り迎えや、
一緒に買い物やお出かけをすることができます
(移動サービスの利用には条件があります)。
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サロン一覧
福富町サロン
Ｒ２.１２月現在
団体名
地区 住所地
新開いきいきサロン
福富町 上竹仁
中組いきいきサロン
福富町 上竹仁
下組いきいきサロン
福富町 上竹仁
市組いきいきサロン
福富町 上竹仁
公領いきいきサロン
福富町 下竹仁
後谷いきいきサロン
福富町 下竹仁
宮郷いきいきサロン
福富町 下竹仁
住吉いきいきサロン
福富町 下竹仁
神宮いきいきサロン
福富町 下竹仁
ミニいきいきサロン天神
福富町 下竹仁
福富町 下竹仁 さくら会（北向きサロン）
竹仁のえんがわ
福富町 下竹仁
丁友ときめき倶楽部
福富町 久芳
いきいきさろん東谷
福富町 久芳
松崎いきいきサロン
福富町 久芳
後谷いきいきサロン
福富町 久芳
則友いきいきサロン
福富町 久芳
押谷いきいきサロン
福富町 久芳
末政いきいきサロン
福富町 久芳
西の谷いきいきサロン
福富町 久芳
寺郷いきいきサロン
福富町 久芳
神郷川いきいきサロン
福富町 久芳
福富町 久芳 レイクヒルいきいきサロン
福富町 上戸野 大渡・八坂いきいきサロン
上区いきいきサロン
福富町 上戸野
いきいきさろん上神
福富町 上戸野
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開設場所
新開老人集会所
中組老人集会所
下組多目的集会所
市組ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ
公領ふれあい館
郷谷ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ
宮郷ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ
福富ふれあい農園
福富ふれあい農園
下竹仁天神ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ
下竹仁天神ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ
竹仁地域センター
丁田コミュニティホーム
東谷老人集会所
松崎コミュニテイホーム
後谷多目的研修集会施設
久芳地域センター研修室
押政北コミュニティホーム
押政北コミュニティホーム
西の谷老人集会所
県央商工会福富支所
三分区老人集会所
レイクヒルｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ
上戸野地域センター
要問合せ
上神多目的集会所

サロン一覧
豊栄町サロン
地区 住所地
豊栄町 清武
豊栄町 清武
豊栄町 清武
豊栄町 清武
豊栄町 清武
豊栄町 清武西
豊栄町 清武西
豊栄町 清武西
豊栄町 清武西
豊栄町 安宿
豊栄町 安宿
豊栄町 安宿
豊栄町 安宿
豊栄町 安宿
豊栄町 安宿
豊栄町 安宿
豊栄町 乃美
豊栄町 乃美
豊栄町 乃美
豊栄町 能良
豊栄町 能良
豊栄町 吉原
豊栄町 吉原
豊栄町 吉原
豊栄町 吉原
豊栄町 吉原

Ｒ２.１２月現在
団体名
二又サロン
栄グループ
サロンきさらぎ
小原谷交流会
鍛冶屋親交会
サロンほほえみ
米山サロン
後谷つつじサロン
つくしサロン
よりあいサロン
サロン見土路会
門出サロン「めぐみ」
神原サロン
和田サロン「太陽」
しもすけ会
ほのぼの中屋サロン
愛愛サロン
なごみサロン
わかば会
ふれあいサロンひだまり
サロンゆうゆう
サロンのんびり
吉原西すこやかサロン
サロンまどか（円）
あゆみ会
サロンさつき
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開設場所
第３区生活改善センター
第４区集会所
第１区・２区集会所
竜王神社
日光寺集会所
飯田生活改善センター
米山集会所
後谷集会所
向谷集会所
助谷上コミュニティ集会所
見土路改善センター
門出集会所
中村谷集会所
和田集会所
助谷下集会所
中谷集会所
第１５区集会所
第17区南組集会所
別府集会所
能良地域センター
西能良集会所
興学寺
吉原西集会所
吉原福祉会館
ふれあい神村センター
吉原地域センター

サロン一覧
河内町サロン
Ｒ２.１２月現在
団体名
開設場所
地区 住所地
上河内コミュニティーセンター
上河内友愛サロン
河内町 上河内
下河内サロン
人権センター
河内町 下河内
杉の森サロン
杉森神社
河内町 中河内
上門田サロン
人権センター
河内町 下河内
河戸サロン
農村環境改善センター
河内町 河戸
下河戸サロン
河戸老人集会所
河内町 河戸
中河戸サロン
旧河戸地域センター
河内町 河戸
上河戸サロン
天神集会所
河内町 河戸
フレンド
河戸地域センター
河内町 河戸
お茶の間ほっとほっと
河戸地域センター
河内町 河戸
戸野サロン
戸野地域センター
河内町 戸野
東光寺サロン
津辻集会所
河内町 戸野
ほほえみサロン
品立寺
河内町 戸野
戸野地域センター
河内町 戸野 旬を食して元気でいよう会
宇山サロン
宇山地域センター
河内町 宇山
宇山南サロン
桧谷集会所
河内町 宇山
宇山東サロン
東上集会所
河内町 宇山
宇山西サロン
寺東集会所
河内町 宇山
小田サロン
小田地域センター
河内町 小田
上蔭地サロン
９の組ファミリー会館
河内町 小田
3の組の日サロン
３の組集会所
河内町 小田
白竜部サロン
小田老人集会所
河内町 小田
入野サロン
入野会館
河内町 入野
木梨サロン
木梨集会所
河内町 入野
大内原サロン
篁老人集会所
河内町 入野
元兼サロン
元兼集会所
河内町 入野
お姿サロン
鶴亀山コミュニティー
河内町 入野
鶴亀サロン
鶴亀山コミュニティー
河内町 入野
入野上地区サロン
中央老人集会所
河内町 入野
まめかいのう
個人宅
河内町 入野
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通いの場
北部地域
地区

住所地

R2.12月現在
団体名

開催場所
市組コミュニティ
ホーム

曜日

開催時間

月

１０：００～

福富町 上竹仁

市組らくらくサロン

福富町 上戸野

キラリさわやかサロン

上戸野地域センター

木

９：３０～

ふくふく体操

久芳地域センター

木

１０：００～

福富町 下竹仁

笑顔いっぱいサロン

福富ふれあい農園

金

１３：３０～

福富町 下竹仁

カルミアグループ

竹仁地域センター

水

１０：００～

福富町

久芳

豊栄町

安宿

あすか元気体操クラブ

安宿地域センター

月

１３：３０～

豊栄町

安宿

サロン太陽

和田集会所

木

９：００～

豊栄町 鍛冶屋

きよたけまめちゃん
クラブ

清武地域センター

水

９：３０～

豊栄町

清武

いきいきハンザキ会

清武西地域センター

金

１３：００～

豊栄町

能良

スマイルふくろう

能良地域センター

月

１３：３０～

豊栄町

乃美

乃美別府元気くらぶ

乃美地域センター

水

９：３０～

豊栄町

吉原

いきいき吉原会

吉原地域センター

火

９：３０～

河内町

宇山

健康教室

宇山地域センター

金

９：００～

上河内コミュニティ
ホーム

水

９：００～

河内町 上河内 上河内健康体操(水曜日)
河内町 中河内

健康体操教室
自主グループ

河内社会福祉会館

水

９：００～

河内町 中河内

杉の森サロン

4月～10月:杉の森神社(神
楽殿)11月～3月:中河内教
育集会所

水

１３：３０～

河内町 中河内

コスモス会

河内保健福祉セン
ター

水

１３：３０～

河内町 中河内

いきいき河内西条南

西条南集会所

土

１０：００～

河内町

入野

入野地区社会福祉協議会

入野会館

土

９：３０～

河内町

入野

百歳体操クラブ

鶴亀山集会所

火

１３：３０～

河内町

入野

そまきげんき

杣木集会所

土

９：００～
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その他
地域の集いの場
地区

住所地

河内町 中河内

R2.12月現在
団体名

開催場所

友遊サロン

河内地域センター大ホール

河内町

入野

鶴亀山集会所談笑会
(第1 水曜日）

鶴亀山コミュニティー

河内町

入野

杣木集会所談笑会

杣木集会所

河内町

入野

中央老人集会所談笑会

中央老人集会所

河内町

入野

まめかいのう談笑会

個人宅

河内町

入野

河内町

入野

門談笑会

門松永コミュニティーホーム

河内町

入野

篁老人集会所談笑会

篁老人集会所

河内町

入野

元兼集会所談笑会

元兼集会所

河内町

入野

鶴亀山集会所談笑会
（第2 月曜日）

鶴亀山コミュニティー

河内町

入野

木梨集会所談笑会

木梨集会所

河内町

入野

失平集会所談笑会

失平集会所

門松永コミュニティーホーム談笑会 門松永コミュニティーホーム
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証明写真がとれるところ
ショージ豊栄店
住所 ○東広島市豊栄町清武419-1
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３２－３４１１

設置 ○店舗裏に証明写真機設置
場所
時間 ○営業時間：9:00～20:00

郷写真スタジオ

住所 ○東広島市豊栄町14-5
電話 ○ＴＥＬ：０８２－４３２－２７０７

設置
場所
時間
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入浴施設
HOTEL Area One

広島ウイング

住所
○東広島市河内町入野11296-72
電話
○ＴＥＬ：０８２－４３７－１２３４
FAX
○休業日：第２火曜日
営業日 ○営業時間：日帰り入浴１３：００～２１：００
営業
（最終退館２２：００）
時間
※GW、盆、正月は営業時間の変更あり
利用 ○大人：平日８００円、土日祝日９００円
料金 ○子供：平日４００円、土日祝日５００円
☆お店からのＰＲ☆
※予約状況等によりご利用いただけない場合もあります。

ホテル白竜湖リゾート
住所
○三原市大和町箱川4007-7
電話
○ＴＥＬ：０８４７－３４－０００６
FAX
営業日 ○休業日：原則毎週水曜日は定休日ですが、営業している場合も
営業
ありますので、詳しくはお問合せください
時間 ○営業時間：日帰り入浴は１０：００～２０：００

○大人（中学生以上）：平日６５０円、土日祝日７００円
利用
○小学生
：平日３５０円、土日祝日４００円
料金
○小学生未満
：無料

☆お店からのＰＲ☆
「休憩室ゆるり」をご利用ください。お食事もできます。
※予約多数の場合は、日帰り入浴ができない場合があります。
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ＡＴＭ・コピー・FAXが利用できるところ

福富町
ATM コピー FAX
○ＪＡ広島中央農協福富支店
福富町久芳3691
○福富郵便局
福富町久芳1539-26

平日

土曜日

日曜日・祝日

〇

8:45～20:00 9:00～20:00 9:00～19:00

〇

8:45～18:00 9:00～13:00 9:00～12:30

豊栄町
○ファミリーマート豊栄清武店
豊栄町清武374－2
○広島中央農協豊栄支店
豊栄町清武351-1
○豊栄四季菜館出張所
豊栄町鍛冶屋840-2
○安宿郵便局
豊栄町安宿3863-4
○セブンイレブン豊栄町店
豊栄町鍛冶屋800
○川源郵便局
豊栄町清武350-2
○しまなみ信用金庫豊栄支店
豊栄町鍛冶屋824-1
○豊栄郵便局
豊栄町乃美3253-4

〇

〇

〇

24時間

〇

8:45～19:00

9:00～19:00

〇

8:45～19:00

9:00～19:00

〇

9:00～17:30 9:00～12:30

〇

〇

〇

ー

6:00 ～23:00

〇

9:00～17:30 9:00～12:30

ー

〇

8:45～19:00

〇

8:45～18:00 9:00～13:00 9:00～14:00

〇

8:45～18:00 9:00～17:00 9:00～15:00

〇

9:00～17:30 9:00～12:30

ー

〇

9:00～17:30 9:00～12:30

ー

〇

9:00～17:30 9:00～12:30

ー

〇

8:45～19:00

9:00～19:00

河内町
○河内郵便局
河内町中河内７９４－２
○河戸郵便局
河内町河戸１０９－３
○戸野郵便局
河内町戸野７１９－１
○入野郵便局
河内町入野４９７３－８
○広島中央農協河内支店
河内町中河内７８２
〇Aコープこうち店

〇

河内町中河内７８２
○セブンイレブン広島河内インター店
河内町入野１２９７－５

〇

〇

9:00～19:00

9:30～20:00

〇
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24時間

相談窓口

家まで訪問してくれるお医者さんを知りたい
事業所名

東広島地区医師会（地域連携室あざれあ）

電話番号

０８２－４９３－７３６０

事業内容

訪問してくれる病院の情報提供

家まで訪問してくれる歯医者さんを知りたい
事業所名

東広島市歯科医師会

電話番号

０８２－４２３－０１６０

事業内容

訪問してくれる歯科の情報提供

家まで訪問してくれる薬剤師さんを知りたい
事業所名

東広島薬剤師会

電話番号

０８２－４２３－７３４０

事業内容

訪問してくれる歯科の情報提供

認知症の家族を介護している不安や悩みを相談したい
事業所名

あすカフェ

電話番号

０８２－４３２－２５２１（安宿地域センター）

事業内容

認知症についての相談に応じている。月1回実施。

難病について相談したい
事業所名

広島県西部東保健所

保健課

保健係

電話番号

０８２－４２２－６９１１

事業内容

難病に関する相談対応や医療助成制度等の相談など
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相談窓口

家計が苦しいので相談したい
事業所名

東広島市生活支援センター

電話番号

０８２－４２０－０４１０

事業内容

●電話、窓口、訪問等による相談受付
●必要に応じた支援機関や関係機関への同行
●他の支援機関との連携による生活の立て直し支援など

生活上の困りごとなどを相談したい（65歳以上の方の総合相談窓口）
事業所名

北部（福富・豊栄・河内）地域包括支援センター

電話番号

０８２－４３５－２２４０

事業内容

●電話や訪問による相談受付
●介護保険サービスや高齢者保健福祉サービスを利用するためのお
手伝い
●高齢者の虐待に関する相談への対応 など

地域の困りごとや福祉について相談したい（福富）
事業所名
電話番号
事業内容

東広島市社会福祉協議会

福富支所

０８２－４３５－２２４７
●電話や訪問による相談受付
●地域の絆を強めるしくみづくり
●福祉課題解決への取り組み など

地域の困りごとや福祉について相談したい（豊栄）
事業所名
電話番号
事業内容

東広島市社会福祉協議会

豊栄支所

０８２－４３２－２０８３
●電話や訪問による相談受付
●地域の絆を強めるしくみづくり
●福祉課題解決への取り組み など

地域の困りごとや福祉について相談したい（河内）
事業所名
電話番号
事業内容

東広島市社会福祉協議会

河内支所

０８２－４２０－７０１１
●電話や訪問による相談受付
●地域の絆を強めるしくみづくり
●福祉課題解決への取り組み など
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