
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ ロ ン 名 開 催 日 開催時間 開 催 場 所

1 えんがわさろん阿野 第2(金) 10:00～11:30 阿野ふれあい会館

2 阿野脳トレ俱楽部 第1・3(水) 9:15～12:00 阿野ふれあい会館

3 いきいきサロン笑門 第3(土) 9:00～12:00 門先集会所

4 ふれあいサロン団らん 毎週(水) 8:00～11:00 門先集会所

毎週(月) 9:00～12:00

第1・3（土） 9:00～10:00

6 ファミリーサロン西川 第1・3(月) 9:30～11:30 西川会館

7 13年すみれ会 第1・3(水) 9:30～12:00 福祉体育館柔道場 等

第4（木） 10:00～12:00 阿野会場

第1・2（木） 13:30～15:30 老人福祉センターきずな室

9 三崎ﾌｧﾐﾘｰｻﾛﾝわくわく交流館 第3(水) 10:00～11:30 三崎総合会館

10 三崎3B体操 第1・3(金) 10:00～11:30 三崎総合会館

11 EGAO家運営協議会 毎週(月)～(金) 9:00～12:00 egao家（井ノ花公園前）

12 ミキさくらんぼ 第4(月) 10:00～15:00 ゆたか台公民館

13 ねんりん倶楽部 坂部 第2・4(水) 9:30～11:30 坂部区公民館

14 たまごっちの会 毎週(火) 10:00～11:30 前後会場

15 サロン会 食育部 第3(月) 9:30～13:00 仙人塚集会所

17 仙人塚音楽サロン 第4(木) 10:00～11:30 仙人塚集会所

18 わかば会 第1・3(火) 10:00～11:30 三ツ谷公園集会所

19 坂部ふれあいサロン 第1(土)・第4(月) 10:00～12:00 坂部老人憩いの家

サ ロ ン 名 開 催 日 開催時間 開 催 場 所

20 大同いきいき会 第1・2・3(水) 10:00～11:30 大同集会所

21 薮田サロン 第1(水) 13:30～15:00 薮田集会所

22 鹿嶋クラブ 第2・4(月) 10:30～11:30 宿公民館

23 地域ふれあいサロンひかり台談話室 第2・4(水) 14:00～15:30 ひかり台団地集会所

24 沓懸俱楽部 第3(火) 15:00～16:00 本郷公会堂

25 二村台1区憩いサロン運営会 第3(日) 14:00～16:00 八ツ屋老人憩いの家

26 二村台4区健康体操クラブ 毎週(金) 13:30～15:00 荒巻老人憩いの家

27 木曜カフェ“アベリア”運営委員会 毎週(木) 10:30～16:30 荒巻老人憩いの家

28 ねんりん双峰 第2・4(木) 9:30～11:30 二村会館(二村台小学校内)

偶数月：円福寺本堂

奇数月：上髙根老人憩いの家

31 フレッシュ大宮 第3(木) 10:00～11:30 敷田老人憩いの家

32 カフェひまわり 第1・2・3(月） 10:00～12:00 八ツ屋老人憩いの家

中島区公民館

地域サロン 中部地域（三崎・西川・新田・大久伝・阿野・前後）

5 サロンなかじま

かるた会8

16 仲よしクラブ 毎週(金) 13:30～15:00
仙人塚集会所

（第5週、8月はお休み）

30
ふれあいサロン上髙根50円喫茶

（なごむ会）
第1・3(日) 14:00～16:00 上髙根老人憩いの家

29 上髙根ふれあいサロン元気会 毎月「7日」 14:00～16:00

地域サロン 北部地域（沓掛・二村台・間米）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者や障がいのある方、子どもから大人まで年齢を問わず地域の方が誰でも気軽に

集える「地域の居場所」です。かんたんな運動や脳トレ、手芸活動や茶話会など、内容は

さまざまです。参加してみたい方は、詳しくは社協までお問合せください！！ 

「地域サロン」って？ 

自分らしく、住み慣れた地域で暮らし続け

るための“居場所づくり”やご近所同士の

“見守り・支えあい”が広まっています。 

この助成事業は、市民の皆さま、市内の企業・

店舗等よりご協力をいただいた「とよあけ福祉

協力金（社協会費）」を財源に実施しています。 

サ ロ ン 名 開 催 日 開催時間 開 催 場 所

33 はればれ会 毎週(金) 10:00～11:30 大脇老人憩いの家

34 ねんりん内山 第2・4(火) 9:30～11:30 内山老人憩いの家

35 大脇なかよしクラブ 毎日 8:30～9:30 旧フードセンターあおき

36 リフレッシュおおわき 毎週(木) 9:30～11:30 大脇コミュニティセンター

①11:00～14:00 大脇コミュニティセンター

②9:30～11:30 ①は偶数月・②は奇数月

38 いきいき健康体操クラブ 第1・2・3(火) 10:00～11:30 桶狭間区民会館

39 桶桶クラブ（自由サロン） 第2・4(火) 13:30～15:30 桶狭間区民会館

40 あすなろ会 第2・4(金) 13:30～15:30 桶狭間老人憩いの家

41 桶狭間区ニコニコ子育て地域カフェ 第2(水) 10:00～15:00 山ノ神集会所

第1(日)

第2・3・4・5(月)

43 健康体操ふれあいサロン「いつみ」 第2・3・4(月) 10:00～12:00 舘区民会館

44 スマイル舘 第1・3(木) 13:30～15:30 舘区民会館

45 ふれあいサロン舘 第2・4(火) 13:30～14:30 舘区民会館

46 舘なかよし会 第3(水) 10:00～15:00 舘老人憩いの家

47 おちあいニコニコサロン 第3(金) 13:30～15:30 落合氏子会館

48 落合みまもりサロン 毎週(木) 13:30～15:30 長作集会所

49 サロン養元 第2・4(火) 13:30～15:30 養元集会所

50 のびのびなかよしクラブ 第1・3(水) 13:30～14:30 落合氏子会館

51 NPOおたがいさまの家　いっぷく 毎週(月)～(金) 10:00～12:00 いっぷく内（新栄町）

52 体操クラブ百足 毎週水曜日 10:30～11:30 落合氏子会館

53 桜ヶ丘音楽サロン 第1(木) 13:20～15:00 桜ヶ丘公民館

54 豊明エコキッズ 第2(日) 9:00～10:00 桜ヶ丘公園等

活動名 開催日 開催時間 開催地域

暮らし助け合い事業（住民同士のちょっとしたお手伝い）

9:30～12:00 大根公民館

地域サロン 南部地域（栄・新栄）

42 大根区ジャンジャンサロン

37 大脇げんき会 第2(木)

55
桶狭間区環境委員会

通称：生活支援・見守り隊
随時

桶狭間区４町内・桶狭間区民
会館

随時


