
地区 自治会 対象 地域ふれあいサロン名称 開　催　日 会　場 会場住所

高齢者 二区ミニデイサービス 第２土曜　　　10：00～12：00 二区コミュニティ防災センター 本町５－９－１

居場所 ふれあいサロンすみれ 第２水曜　　　10：00～12：00 三区防災センター/ラポール 本町２－１３－１８

第２ 高齢者 第二さくら会 第１水曜　　　 9：00～13：00 四区コミュニティー防災センター 焼津６－１０－１７

第３ 高齢者 地域ふれあいの集い 第３土曜　　　10：00～14：00 北区公会堂 栄町４－８－１２

高齢者 塩津さくら会 第１土曜　　　 9：30～11：30 塩津公会堂 塩津２８０

居場所 みんなの茶話会  笑福会
第３火曜　　　13：00～15：00
(６月～９月　   ９:３０～11:３０)

五社神社社務所 塩津７１

第５ 高齢者 第五さくら会 第３木曜　　　 8：00～12：00 第五コミュニティー防災センター 駅北５－１－２４

高齢者 ふれあいサロンけやきの会 第２火曜　　　10：00～12：00 大村公会堂 大村２－２１－９

高齢者 ふれあいサロンはなみずき 第３火曜　　　10：00～12：00 旭町公会堂 駅北３－１９－１１

高齢者 ふれあいサロン八楠 第４水曜　　　 9：00～14：00 八楠第二公会堂 八楠２－２８

高齢者 ふれあいサロンあかつき 第３水曜　  　10：00～14：00 八楠第一公会堂 八楠３－１７－７

高齢者 ふれあいサロン越後島 第３水曜　  　10：00～14：00 越後島公会堂 越後島１８３

居場所 和の会 第２金曜　　　10：00～12：00 第8自治会公会堂 三ヶ名９８０

居場所 ひまあり会 第２木曜　　　10：00～12：30 宮島会館 三ヶ名６４７－２７

居場所 オレンジ 第４日曜　　　13：00～15：00 長者の森 三ヶ名５５８－４

居場所 ひまわり茶論 第１月曜　 　　9：30～12：00 小柳津公会堂 小柳津３６６

高齢者 ひまわり第二サロン 第１・３月曜　　9：30～11：30 小屋敷公会堂 西焼津１０－９

第２月曜　　　 9：30～11：30

第４月曜　　　10：00～12：30

居場所 西やいづ茶話会 第２・４火曜 　10：00～12：00 小屋敷公会堂 西焼津１０－９

第１・３金曜、最終日曜　13：00～16：00

第２・３・４木曜　13：00～16：45

第２・４水曜　　　9：30～11：00

第２日曜　　　　　9：30～11：00

居場所 ながらみサロン 毎月10日20日　10：00～12：00 代表者宅(五十嵐妙子氏宅） 小屋敷161-5

高齢者 みどり野ミニデイサービス 第１金曜   　　9：30～11：30 豊田公民館 小屋敷２５８－１

居場所 お茶っこの会中小土 第４土曜   　　9：00～12：00 中小土公会堂 小土７８５－１－４

居場所 さぼてんの会 第3木曜　9:30～11：30 中小土公会堂 小土７８５－１－４

高齢者 ふれあいサロンおしゃべりかい 第２・４火曜　 13：00～15：00 11自治会第２町内会公会堂 東小川５－１３－１３

高齢者 小川東ミニデイ 第３木曜　　　　9：30～14：30 小川東公会堂 東小川２-9-14

高齢者 芝原ミニデイサービス
第４金曜　　　10：00～14：00
　　※8月・１２月は第３金曜日

小川上公会堂 西小川６９３－１

高齢者 小川ほがらかサロン 第２木曜　　　10：00～14：00 第１1自治会第４町内会公会堂 東小川６－１４－８

高齢者 小川みなみサロン 第１金曜　　　10：00～14：00 向川原公会堂 小川３９７３

高齢者 サロン西小川 第３水曜　　　10：00～14：00 第11自治会10町内会公会堂 西小川５－２－１１

高齢者 サロン楠 第３月曜　　　13：00～15：00 与惣次集会所 与惣次１２４

高齢者 サロンむつみ 第３木曜　　　10：00～14：00 中川原公会堂 東小川７－１５－９

第１２ 高齢者 もくゆう会 第１・３木曜　 10：00～14：00 小川新地ｺﾐｭﾆﾃｨｰ防災センター 小川新町１－１１－２

高齢者 左口ミニデイサービス 第２・４木曜　 10：00～15：00 左口公会堂 小川新町４－３－１８

高齢者 下川原ミニデイ 第３火曜　　　10：00～14：00 下川原公会堂 東小川４－１０-１７

高齢者 会下之島ミニデイサービス 第３月曜　　　10：00～14：00 第１3コミュニティ防災センター 小川３１１８

子育て あ・そ・ぼ 第１・２金曜　　9：30～12：00 小川公民館　1Fふれあいルーム 小川２７２４－１

第１木曜　　　 9：30～11：30

第３木曜　　　10：00～12：00

第４月曜　　　　9：30～10：30

第４木曜　　　 9：30～10：30

小川６９３－１

小

川

第１１

第１３

居場所 いきいき旅倶楽部 小川上公会堂

五ヶ堀之内９５１－１

居場所 五ヶ堀ふれあいサロン

第９自治会コミュニティーセンター 五ヶ堀之内９６０

五ヶ堀之内チビッコ広場 五ヶ堀之内１１８１

豊

田

第８

第９

高齢者 陽だまりサロン 五ヶ堀之内公会堂

第１０
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地区 自治会 対象 地域ふれあいサロン名称 開　　催　　日 会    場 住所

高齢者 石津ミニデイサービス 第３水曜　　　 9：30～11：30 石津ｺﾐｭﾆﾃｨｰ防災センター 石津１２３３－１

高齢者 祐心館ミニデイサービス 第４水曜　　　 9：30～11：30 祐心館 石津２２５９－４０８

第１・２・３・４金曜　　

　　　　　　　　 9：00～11：30

子育て ほっとポット港 第４木曜　　　10：00～11：30 港公民館 石津港町４０－１

居場所 みなとっちサロン
第１木曜　　　 9：30～11：30
第3日曜　　　13：30～15：30

港公民館 石津港町４０－１

高齢者 にこにこサロンはまゆう
第２火曜　　 　9：30～11：30
　※８月のみ第１火曜

田尻北岡公会堂 田尻北６６４－１

高齢者 下小田ミニデイサービス 第２火曜　　　 9：30～11：30 下小田上公会堂 下小田７１６－４

居場所 下小田上公会堂サロン 第１・３火曜　　9：30～11：30 下小田上公会堂 下小田７１６－４

居場所 北新田公会堂サロン 第３水曜 　　　9：30～11：30 北新田公会堂 北新田２２４

居場所 田尻北公会堂サロン 第３木曜　 　　9：30～11：30 田尻北浜北公会堂 田尻北１５０２－６

第１日曜　　　 9：30～12：00

第３月曜　　　 9：30～12：00

高齢者 石脇ミニデイはたかけの会 第２・3木曜　　　 9：30～11：30 石脇公会堂 石脇下１０８

高齢者 山の手なかよし会 毎月10日　 　 9：30～12：30 山の手会館 関方１１８

高齢者 岡当目ミニデイサービス
第２土曜　　　 9：30～12：00
 (８月のみ　第３土曜日)

岡当目公会堂 岡当目３６４

高齢者 中里にこにこ会 第２土曜　　　 9：30～11：30 中里会館 中里２７０－１

居場所 カフェ里 第４水曜 　　　9：30～11：30 中里会館（２階大広間） 中里２７０−１

高齢者 浜当目ミニデイサービス 第３木曜　　 　9：30～12：30 浜当目コミュニティ防災センター 浜当目３－１－４５

居場所 浜ちゃんとみち子さんのサロン 第１・３火曜　 9：30～11：30 浜寿司 浜当目1-11-9

第18 高齢者 ふれあいサロン河原 第４木曜　　　11：00～14：00 河原新公会堂 中根新田1321-1

居場所 本中根サロン１・２・３ 第1火曜　　　9:30～11：：30 本中根公会堂 本中根823-1

高齢者 まこも会 第２木曜　　　10：00～12：00 大住公会堂 大住５４２

高齢者 いなほ会 第１火曜　　　10：00～12：30 中新田第２町内会中集会所 中新田６６８－３

高齢者 大富おひさまの会 第４金曜　　　 9：30～14：00 三右衛門新田公会堂 三右衛門新田２４６-４

居場所 さくら会 最終日曜　　 13：30～15：00 代表者宅（平田芳江氏宅） 大住９７８－１１

居場所 あいあい 毎週火・金曜　 10：00～12：00 代表者宅（山本邦代氏宅） 大住１１０-１

居場所 コミュニティ５ 第2日曜　　　9:30～11：30 中新田第5町内会集会場 中新田137-2

居場所 ひょうたんの会 第3火曜　　　10：00～12：30 活動者宅（森田千代子氏宅） 中新田1855

高齢者 さつき会 第３木曜　　　10：00～13：00 道原集会所 道原８８

高齢者 大島たんぽぽの会 第２日曜　　　 9：30～13：30 大島上集会所 大島５９４

居場所 スマイル八町館 第１・３火曜　10：00～12：00 旧三輪宅 大島４１８－１

高齢者 ミニサロンねぎしま 第１・３水曜　10：00～14：30 祢宜島公会堂 祢宜島１９８－３

高齢者 三つ和会 第２火曜　　　 9：30～12：00 三和公会堂 三和１０７８

高齢者 一色地区元気はつらつの会 第２日曜　  　 9：00～11：00 一色・惣右衛門コミニュティーセンター 一色１３０－１

高齢者 惣右衛門地区元気はつらつの会 第１日曜　　　 10：00～13：00 惣右衛門下公会堂 惣右衛門９４５

居場所 すずらんサロン 第４月曜　　　 9：30～11：30 一色公会堂 一色829

第２２ 高齢者 田尻地区元気はつらつの会 第２日曜　　　13：30～15：00 和田公民館 田尻１９９２－２
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高齢者 ミニデイ坂本 坂本コミュニティー防災センター 坂本９７１－５

第１６

第１７

港

第１４
居場所 いかずい北川原 北川原公会堂

石津７２７－２
（バロー石津店近く)

第２３



地区 自治会 サロン区分 地域ふれあいサロン名称 開　　催　　日 会    場 住所

中島 居場所 中島さわやか会
第２日曜　　  9：30～12：00
第４土曜　　10：00～11：30

中島公会堂 中島３１７－２

高齢者 高新田ひだまり 第２火曜　　　 9：30～13：00 高新田地区コミュニティ防災センター 高新田１８５３－１

居場所 ふれあいの居場所 第３日曜　　　10：00～12：00 大井川睦園本館１階 高新田２３２６－５８

宗高 高齢者 いきいきサロン宗高 第１土曜　　　 9：30～14：00 宗高第２町内会公会堂 宗高１３８９－３－５

上小杉 高齢者 静浜ドリーム 第２水曜　　　 9：30～14：30 中之島公会堂 上小杉１１７８－２

藤守自治会館 藤守387

藤守第３町内会公会堂 藤守２１５４-３

下小杉 高齢者 下小杉ほがらかクラブ 第２水曜　　　10：00～14：00 下小杉防災センター 下小杉５３７

相川 高齢者 相川いきいきクラブ 第３水曜 　　 10：00～14：00 相川自治会館 相川７０９

居場所 くれ竹サロン 第４水曜　　　 9：30～11：30 下江留第一町内会館 下江留２０６９

上新田第１町内会館 上新田１１０-２

上新田第３町内会館 上新田９７１-３

高齢者 つつじ平ふれあいサロン 第３火曜　　　10：00～12：00 つつじ平自治会館 上泉６１２－３２０

居場所 つつじ平憩いの場「アザレア」
毎週月・土曜　13：00～16：00
隔週日曜     　13：00～17：00

つつじ平自治会館 上泉６１２－３２０

81箇所　計

※小川第１１自治会「ふれあいサロン蔵小路」、港第２３自治会「笑会」、下江留自治会「下江留あいあいクラブ」は、令和３年度で活動を終了しました。

高齢者 藤守にこにこクラブ 第１木曜　　　 9：30～11：30

上新田 高齢者 上新田一二三会 第１木曜　  　10：00～14：00
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