
ふれあいサロン登録状況

＜令和５年１月１日現在＞

地区名 名称 会場 開催状況

いぶき台団地ふれあいサロン いぶき台団地集会所 毎週水曜日

すみれサロン 池の端団地集会所 第1.2.3木曜日、第2.4水曜日

高原交友会 たかはら自然塾 第1.3月曜日、第2.4木曜日

友部ふれあいサロン 十王交流センター 毎週火曜日

お元気サロンひまわり 池の端団地集会所 第１・３火曜日

ふれあいサロン山部 山部生活改善センター 第２・４月、水、木曜日

サロン白藤 十王交流センター 第１・３金曜日

川上ふれあいサロン 川上ふれあいセンター 第3日曜日

あたごサロン 伊師町田園都市センター 第２・４月曜日

サロン伊師浜 伊師浜生活改善センター 第２火曜日、毎月２７日

十 王

太陽健康クラブ 十王団地集会所 第２・４月曜日

いくべか茶話会 豊浦交流センター 第３金曜日

四ツ葉サロン 四反田集会所 第３水曜日

すみれ会サロン 砂沢老人の家 毎月１回

トンボサロン 豊浦交流センター 第３土曜日

みさきサロン 小貝ヶ浜集会所 第２月曜日

ひまわりサロン 川尻団地集会所 第３火曜日

豊 浦

サロン豊会 豊良台団地集会所 第１火曜日

宿東おげんきクラブ 宿東自治会集会所 第１月曜日

西町おげんきクラブ 小木津西町集落生活改善センター 第１水曜日

松ヶ丘ふれあいサロン 松ヶ丘集会所 第２金曜日

静原おげんきクラブ 静原集会所 第２月曜日

小木津浜おげんきクラブ 小木津浜改善センター 第１月曜日

ロイヤルサロン小木津山 自然山集会所 第１金曜日

日 高

報徳おげんきクラブ 報徳集会所 第３火曜日

田沢ふれあいサロン 田沢団地公民館 第２・４火曜日

上相田ほっとサロン 上相田団地集会所 第２火曜日

田尻ふるさとサロン 田尻交流センター 第３金曜日

下相田ほほえみサロン はまぎく荘 第１・３月曜日

天神前むつみサロン 天神前むつみ会集会所 第１・３金曜日

田 尻

田尻にこにこサロン 田尻団地集会所 第２・４水曜日

田中ふれあいサロン 田中集会所 第４金曜日

あけぼのふれあいサロン 滑川交流センター 第２木曜日

山下ふれあいサロン 山下町集会所 第２水曜日
滑 川

かみあいふれあいサロン 上合団地集会所 第４木曜日

あかねふれあいサロン 個人宅（神峰町3-6-14） 第１・３月曜日

ふれあいサロン北町 宮田交流センター、本宮老人福祉センター 第３水曜日

ふれあいサロン東友 東友公民館・宮田交流センター 第１・３金曜日

浜の宮ふれあいサロン 原前アパート集会所 第３水曜日

宮 田

清幡ふれあいサロン 清水浜改善センター 第２火曜日

きららニコニコサロン 入四間若者センター 毎週月曜日

たまだれなかよしサロン 中里交流センター 第３火曜日

岡町ふるさとサロン 岡町公民館 第３水曜日

里川いきいきサロン 東上渕老人の家 第２月曜日

ナデシコふれあいサロン 中深荻公民館、菅公民館、呉坪公民館 第２木曜日

アップルサロン 西上渕２公民館 第３火曜日

睦会 西上渕一公民館 第１火曜日

中 里

アンダンテ岩折サロン 岩折農村集落センター 第３金曜日
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サロンわかば 仲町交流センター 第１火曜日

おしゃべりサロン 仲町交流センター 第２金曜日

白百合会サロン 仲町交流センター 第３金曜日

高鈴台サロン 高鈴台団地公民館 第１・３金曜日

ひまわりサロン 高鈴少年広場 毎週水曜日

柴の沢サロン 高鈴少年広場・日鉱柴の沢農場事務所 毎週月・金曜日

新町サロン 新町公民館 第４月曜日

白銀サロン 椢平公民館 第２木曜日

仲 町

懐メロあったかサロン 宮田栄町公民館 第２火曜日

中 小 路 中小路ふれあいサロン 中小路交流センター 第３火曜日

鳩が丘ふれあいサロン 御殿山集会所 毎週土曜日

永正ふれあいサロン 永正地区集会所他 第４水、他

高砂会ふれあいサロン かしま老人の家・上町集会所・助川交流ｾﾝﾀー 火、木、金曜日

城南ファイトサロン 城南町健康広場、城南町公民館 月、火、木曜日

城南ふれあいサロン 城南町公民館 水～土曜日

城南５ふれあいサロン 城南アパート集会所 第１～４水曜日

助 川

かしまふれあいサロン 助川交流センター 第1火曜日、第3木曜日、他

会瀬ひだまりサロン 会瀬小学校地域交流室 第１・３月曜日
会 瀬

会瀬サロン・虹 会瀬交流センター 第２・４土曜日

ニコニコ茶話会 成沢交流センター 第３金曜日

青葉台ニコニコ茶話会 青葉台団地自治会集会所 毎週火曜日

堂平ニコニコ茶話会 堂平集会所 第３火曜日
成 沢

西一支部ニコニコ茶話会 西一集会所 第２・４水曜日

油縄子ふれあい茶話会 油縄子交流センター 第２水曜日
油 縄 子

国分ふれあい茶話会 国分集会所 第４火曜日

第一小咲台ふれあいクラブ 第一小咲台集会所 第１・３月曜日

あったかサロン若宮 個人宅（諏訪町1-14-30） 第２・４月曜日

平和台サロン 平和台自治会集会所 第1・3水曜日、第2・4木曜日

サロンあすなろ 諏訪台団地集会所 第２金曜日

ふれあいサロンおもいのまま 諏訪交流センター 第４土曜日

諏 訪

サロン・さくら 個人宅（諏訪町2-4-27） 第２火曜日

よかっぺサロン 大久保交流センター 第３水曜日

サロンde中丸 中丸集会所 第１・３・５木曜日大 久 保

暇修館・いこいの体操 暇修館 第３水曜日

ふれあいサロン 河原子交流センター 第２火曜日、第４金曜日
河 原 子

サロン河原子 河原子集会所 第３木曜日

木曜いきいきサロン（茶話会） 塙山交流センター 毎週木曜日

リスタートはなやま 塙山交流センター他 毎月７回以上

森下生き生きサロン 森下集会所 第３月曜日

塙山クラブ 塙山団地集会所 第１日曜日他

塙 山

月曜サロン 塙山交流センター 毎週月曜日

ふれあいサロン 大沼交流センター 第２木曜日

大沼団地サロン 大沼団地集会所 第４木曜日

海端団地サロン 海端団地集会所 第３木曜日
大 沼

道師内サロン 道師内集会所 第３水曜日

お茶のみ会 金沢交流センター 第１・２月曜日

金沢・おしゃべりサロン 金沢団地集会所 第２火曜日金 沢

椿クラブ 根道ヶ丘団地自治会集会所 第２水曜日
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金 沢 ハピスロ 台原団地集会所 第３月曜日

サロン東大沼 市営弥平台アパート集会所 第１・３水曜日

サロンめぐみ 県営和田前アパート集会所 第２火曜日

サロンみかの原 みかの原団地集会場 第３火曜日
水 木

サロンいずみ 水木交流センター 第３水曜日

大 み か サロン・大みか 大みか交流センター 第１・３火曜日

吹上生きいきサロン 老人福祉センター吹上荘 第１水曜日

一本松サロン 南部支所2階会議室(R4年度のみ久慈中学校) 第４木曜日久 慈

はまなすサロン 久慈交流センター 第３木曜日

坂下さわやかサロン 久慈川日立南交流センター 第３木曜日

石団げんき会 石名坂地域公民館他 水・金曜日、第2水曜日、第3木曜日

南高野健康クラブ 南高野集会場 第２・４月曜日

下土木内土曜会 東小沢老人の家 第３土曜日

坂 下

留町さわやかサロン 留町民センター 月１回


