
NO. 地区 自治会名 サロン名 開催場所 回数

1 江泊 憩のサロン 江泊会館 年４回

2 前町 前町ふれあいサロン 前町会館 年4回

3 浮野 お元気ですか！ 浮野公民館 年４回

4 沖今宿 ふれあいいきいきサロン 沖今宿公民館 年４回

5 今宿 今宿いきいきサロン 今宿公民館 年６回

6 岩畠 一品会 岩畠公民館
年６回
（休止中）

7 岩畠 四方山話の会 岩畠公民館 年４回

8 岩畠 むつみ会 岩畠公民館 年6回

9 岩畠 岩畠歌声サロン 岩畠公民館 年4回

10 敷山 やはずクラブ 自治会館 年４回

11 坂本団地 健康とお話を楽しむ会 坂本団地　集会所 月1回

12 上木部 上木部ふれあいサロン 上木部自治会館 年４回

13 下木部 下木部いきいきサロン 下木部自治会館 年4回

14 大平山団地 いきいきサロン 自治会館 年4回

15 岸津 岸津いきいきサロン 岸津公民館 年４回

16 上木部 上木部脳トレサロン 上木部自治会館 年6回

17 末田 末田老人サロン 自治会館 月1回

18 浮野 浮野シルバークラブ 公民館 年5回

19 沖田 ほのぼのサロンおきた 自治会館 月1回

20 大内 大内いきいきサロン 福祉センター 年10回

21 堀越 ほりこしサロン 自治会館 年４回

22 末田 窯カフェ 田中窯業 月２回

23 新長尾 健康体操 自治会館
週１回
（休止中）

24 沖の原 沖の原 公民館 年4回

25 柳 柳地区いきいきサロン　★今年度新設★ 自治会館 年4回

26 多々良 よもやまの話の会 松崎老人憩いの家 月1回

27 多々良 たたらふれあいサロン 松崎老人憩いの家 年4回

28 多々良 はれはれっこ　　　　　★今年度新設★ 佐波神社氏子会館 毎月第3水曜日

29 多々良 多々良DＥ寺子屋　　　★今年度新設★ 松崎小学校 年5回

30 前小路 いきいきサロン友の小路 前小路会館 年5回

31 栄町 いきいきサロンさかえ 松崎公民館 月1回

32 共進町 共進町童謡の会 松崎公民館
月2回　                
第1・3木曜日

33 迫戸 なかよし迫戸いきいきサロン 自治会館・行楽地・公園 年7～8回

34 国衙 なでしこサロン 国衙会館 年6回

35 国庁通り ありがとうの会 民家、福祉会館 年6回

36 緑町 みどりの風いきいきサロン
公民館、福祉会館グラ
ンド

週2回

37 人丸 人丸ふれあいサロン 自治会館 年６回

38 国衙 国衙寺子屋 自治会館 年６回

39 松崎 タンポポのつどい 公民館 年４回

ふれあい・いきいきサロン一覧
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NO. 地区 自治会名 サロン名 開催場所 回数

40 今市 今市サロン サンライフ 年６回

41 開出 サロンエプロン会 佐波老人憩の家 月１回

42 新橋 ゴーゴー新橋 新橋自治会館 年4回

43 古祖原 古祖原元気会 古祖原集会所 年5回

44 八王子 さくらの会 教会、佐波公園 年4回

45 佐波 佐波イキイキサロン 自治会長宅民家 年４回

46
今市・千日町・徳町
山口町・八王子2

ふれあい・いきいきサロン　ドレミ♪　　　　　　　
　　　　　　　　　　　★今年度新設★

佐波小学校 月１回

47 鋳物町 おいでませ！！　サロンいもじ 鋳物師自治会館 月１回

48 警固町 警固町ふれあいサロン 警固町会館 年４回

49 西勝間 「つくし」の会 西勝間自治会館 年６回

50 三田尻港町 なかよしサロン 港町自治会館 週1回

51 東車塚 いきいきサロン東車塚 勝間老人憩の家 年4回

52 車塚 いきいきサロン車塚 勝間老人憩の家 年４回

53 掘口通 いきいき会 華浦公民館 月１回

54 大林寺 ヒマワリの会 民家
月１回・ 第1木曜日

（休止中）

55 岡村町 岡村いきいきサロン 公民館、他 年4回

56 東石ヶ口 にこにこサロン 田中そろばん教室 月1回

57 石が口 桑松会
桑山八幡宮社務所・石が
口自治会館

月１回

58 石が口 たんぽぽの会 石が口自治会館 週１回

59 石原 石原「むすび会」 自治会館 年４回

60
哂石
さるいし ほほえみの(笑み)の会 自治会館 年６回

61 大林寺 心のかけ橋・大林寺 県集会所 年５回

62 老松 老松自治会サロン 公民館 月1回

63 松原 ふれあいサロン　まりふ 自治会館　民家 月1回

64 華浦 いきいき健康カラオケ 公民館 月1回

65 華浦 やるきまんまんクラブ 公民館 年６回

66 大林寺 カフェサロン 大林寺 県営アパート集会室 月１～4回

67 東須賀 和みの広場 東須賀会館 月１回

68 問屋口 三月会 自治会館 月１回

69 問屋口 問屋口日曜学習会　　　★今年度新設★ 自治会館 年8回

70 西須賀 西須賀なかよし会 公民館 年４回

71 郷ヵ崎西 たぬき会 老人憩いの家 年６回

72 向島 幸せのいきいきサロン 向島憩いの家 週1回

73 小田 小田ふれあい会 向島小田会館 年4回

74 向島 手芸の会 老人憩いの家 月１回

75 向島 向島ペタンク愛好会 老人憩いの家 週2回
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NO. 地区 自治会名 サロン名 開催場所 回数

76 上地 うどんを食べながら語る会 上地自治会館 月１回

77 中新前町 中新前町ふれあいいきいきサロン 公民館 年5回

78 下新前町 血圧測定と茶粥の会 自治会館 月1回

79 浜内 浜内げんき会 浜内自治会集会所 年4回

80 北側 サロン花みずき 北側自治会館 年5回

81 中浦 菜の花の会 自治会館 月１回

82 中浦 竹林安らぎ会 自治会館、民家、竹林 月１回

83 新地 おしゃべり＆カラオケ同好会 新地自治会館 年４回

84 上地 上地わかば会（上地老人会） 自治会館、公民館 月1回

85 浜方 絆会 中関老人憩の家 週1回　月曜日

86 東築留 ふれあいいきいきサロン 東築留自治会館 年４回

87 北山手 北山手ハーモニー 自治会館 年５回

88 上本町 ひだまり 中関老人憩の家 年４回

89 中浦 お茶会 中浦自治会館 月1回

90 鶴中浜 スマイルサロン 公民館 年4回

91 鍛冶屋河内 ひまわりサロン 自治会館 年４回

92 古谷河内 いきいきサロン笑顔会 自治会館 年５回

93 柳原一区 げんきかい 民家 年4回

94 中当 ふれあい・いきいきサロン 華城公民館 年４回

95 小徳田 小徳田ふれあい・いきいきサロン 華城公民館 年４回

96 寺開作 ことぶき会 自治会館 年４回

97 伊佐江 伊佐江ふれあいサロン 民家、高齢者施設 年4回

98 西植松 西植松福寿会 華城、老人憩の家 年４回

99 地神堂 いきいきサロン菜の花の会 地神堂会館 年６回

100 西開作 ふれあい「いきいきサロン」 自治会館 年４回

101 開出西 ふれあいサロン 自治会館 月3回

102 四辻 ゆりの会 ヘスティア伊佐江 年4回

103 女山 いきいきサロン女山 自治会館　 神社境内 年4回

104 西浦 あやめの会 公民館　小学校 年４回

105 里木船 おたっしゃ会・里木舟
老人憩の家　西浦小学校　
信行寺

月1回

106 開作西 開作西いどばた集会 自治会館 年４回

107 黄金通 黄金通り親睦会 自治会館 月１回
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NO. 地区 自治会名 サロン名 開催場所 回数

108 沖高井 たんぽぽの会 沖高井自治会館 月１回

104 自由ヶ丘 自由ヶ丘悠々クラブ 自由ヶ丘自治会館
年６回
（休止中）

105 大日 西目会（西目山クラブ） 民家 月1回

106 芝生 いきいき「笑顔の会」 自治会館 年６回

107 右田 神里会 自治会館 月１回

108 自由ヶ丘 にこにこサロン 自治会館 月１回

109 日の本一 ふれあい・いきいきサロン 自治会館 年６回

110 戸田山 お気楽サロン 農協の空き店舗
月1回　                 
  第一金曜日

111 新地 新地ふれあいおしゃべり会 新地会館 年4回

112 富海 よちよちクラブ 富海公民館 月1回

113 門前 門前サークル 門前自治会館 年4回

114 富海 長生会 いきいきサロン 憩いの家 月1回

115 富海 土曜塾 富海公民館 週１回

116 奈美 三水会 奈美公会堂 月1回

117 久兼 元気でやろう会 中央広場
週３回
（休止中）

118 久兼 歌とおしゃべりの会 自治会館

119 久兼 長寿会 自治会館 年４回

120 小俣 小俣シニアクラブふれあいサロン 防府あかり園 月1回

121 下津令 下津令ふれあい農業研究会 下津令自治会館 月1回

122 岩渕 岩渕ふれあいサロン 自治会館 年6回

123 小俣 女性サロン　なでしこ 自治会館 年６回

124 大原 大原いきいきサロン 自治会館 週１回

125 大繁枝 リフレッシュ大繁枝 自治会館 週１回
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合計 125サロン（休止中5サロン）《令和4年10月現在》
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