
地域サロン

名前 おしゃべりサロン

活動日 毎週１回

あゆみ
以前から皆で集まっていたので、サロンとして立ち上げること
を申し入れていただき、平成22年4月5日発足。

目標 会員相互の親睦、会員の健康維持、見守り

活動内容
ラジオ体操、百人一首、カラオケ、短歌、美容師さんによる出
張サービス、介護予防

場所 毛原上集会所

参加者 毛原上の方

その他

週に1回集まって楽しんでいます。体調も良くなり皆さん笑顔
でいっぱいです。人数の少ない地域ですので家族の様な感じ
で皆で集まっておしゃべりしたり和んでいます。週に1回皆の
お顔を見る事で見守りも出来て何よりも嬉しいです。
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地域サロン

名前 なかよしサロン

活動日 第３月曜日

あゆみ

サロンコーディネーター（役場）からやってみないですか？と
声をかけられた事がきっかけで地域の皆さんに賛同を得、平
成22年4月19日発足。

目標 地域住民の連携強化、会員の親睦

活動内容
絵手紙、料理、ゲーム、お茶作法、ホウ酸団子作り、天文台メ
ガネ作り、新年会、忘年会、介護予防、健康チェック、うどん
作り、手芸

場所 桂瀬集会所

参加者 桂瀬、高畑地区の方

その他 平成25年6月より休止（地域住民の高齢化、病気他の為）。
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地域サロン

名前 吉野ハッピーサロン

活動日 不定期

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）からサロンのお誘いをして老
人会さんや住民の方の賛同を得て平成22年5月28日発足。

目標 地域住民の健康維持

活動内容 料理、、カラオケ、介護予防、健康チェック、ゲーム

場所 吉野児童館、吉野集会所

参加者 吉野地区の方

その他 男性の方が少ないので男性料理などをして楽しんでいます。
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地域サロン

名前 ひのしたサロン

活動日 不定期

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）の方からサロンのお誘いをし
て平成22年5月30日発足。

目標 会員の健康づくり

活動内容 手芸、介護予防講座

場所 樋下高齢者ふれあい憩いの家

参加者 樋下地区の方

その他
人数が少なくなって集まりが悪いので皆さんの参加をお待ち
しています。
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地域サロン

名前 勝谷サロン

活動日 第１日曜日

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）から区長さんにサロンのお誘
いをして平成22年6月6日発足。

目標 会員相互の親睦強化

活動内容 食事会、手芸、介護予防、健康チェック、ゲーム

場所 勝谷高齢者ふれあい憩いの家

参加者 勝谷地区の方

その他
勝谷地区の人数も減り寂しいですが月1回のサロン楽しんで
います。
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地域サロン

名前 長谷サロン

活動日 不定期

あゆみ 役場の方からサロンのお誘いをして平成22年6月11日発足。

目標 会員相互の親睦と交流

活動内容 体操、食事会、ホウ酸団子作り、健康チェック

場所 赤坂集会所

参加者 長谷地区の方

その他 人数が少ないので皆さんの参加お待ちしています。
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地域サロン

名前 いきいきふくだサロン

活動日 第１木曜日

あゆみ
役場から区長さん、民生委員さんに主旨をお話しして、地域
の住民に賛同を得て平成22年7月8日発足。

目標 地域住民の連携強化、和み

活動内容
手芸、食事、ゲーム、ホウ酸団子作り、落語、天文台、JAなご
みサロン、介護予防

場所 福田児童館

参加者 福田地区の方

その他 月に1回、主に手芸をしたりおしゃべりして楽しんでいます。
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地域サロン

名前 野中ふれあいサロン

活動日 不定期

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）から地域の食推さんに参加し
ている方に主旨をお話して平成22年7月15日発足。

目標 会員の健康づくり

活動内容 茶話会、お花見、カラオケ、介護予防、健康チェック

場所 野中多目的集会所

参加者 野中地区の方

その他
高齢化や家族の病気などあり今はお休み中です。
皆さんで声かけして集まるようにしましょうね。
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地域サロン

名前 山畑サロン

活動日 第２、第４日曜日

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）からサロンの話を聞いて地域
の皆さんに賛同を得て、平成22年9月1日発足。

目標 会員相互の親睦と交流

活動内容
茶話会、手芸、ホウ酸団子つくり、食事会、ゲーム、クリスマ
ス会
介護予防、健康チェック

場所 山畑集会所

参加者 山畑地区の方

その他
地域の皆さんが外に出る機会を作りたいと思い立ち上げまし
た。おしゃべりして美味しい物を食べながら和きあいあいと楽
しんでいます。
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地域サロン

名前 釜滝２１の会

活動日 不定期

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）から区長さん、民生委員さん
に主旨をお話して平成22年9月16日発足。

目標 会員の健康づくり

活動内容 茶話会、手芸、住職さんの講話、介護予防、健康チェック

場所 釜滝集会所

参加者 釜滝地区の方

その他
皆さん農作業で忙しくしていますので中々集まりにくいですが
月に1回は楽しむ時間を作りましょうね。
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地域サロン

名前 国木原サロン

活動日 第３金曜日

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）からサロンのお誘いをして、平
成23年5月19日発足。

目標 会員の健康づくり、見守り

活動内容
手芸、折り紙、ホウ酸団子づくり、しめなわ作り、消費生活セ
ンター、介護予防、健康チェック

場所 国木原集会所

参加者 国木原地区の方

その他
主に茶話会が多いですが、高齢の方が多いので皆で世間話
などして和きあいあいとゆったりした時間を過ごしています。
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地域サロン

名前 フレッシュ会

活動日 不定期（土、日）

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）の方からサロンのお誘いをし
て、住民の方の賛同を得て平成23年7月23日発足。

目標 地域住民の親睦

活動内容
茶話会、ゲーム、食事会、ゲートゴルフ、お花見、おまわりさ
んよりオレオレ詐欺の講話

場所 自然体験世代交流センター

参加者 鎌滝地区の方

その他
皆で料理を作って楽しんでいます。沢山の参加をお待ちして
います。
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地域サロン

名前 サロンぬくもり

活動日 第３水曜日

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）の方から民生委員さんにサロ
ンのお誘いをして平成23年9月15日発足。

目標 地域住民の親睦

活動内容
茶話会、伊澤さんによるアコーディオン演奏、手うちうどん作
り、お花見、ゲーム、落語、天文台、歌謡ショー、介護予防、
健康チェック

場所 国保野上厚生病院　ホームぬくもり

参加者 小畑地区の方

その他 月に1回お茶や美味しい物を頂いておしゃべりしています。
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地域サロン

名前 サロンけあき

活動日 第１、第３火曜日

あゆみ
転ばん塾のOBさんが集まっていると言う事で、サロンコー
ディネーターがサロンのお誘いをして平成24年4月3日発足。

目標 会員の健康づくり

活動内容
食事会、茶話会、お花見、DVD観賞、手芸（カゴ作り）、ドコモ
携帯の操作、介護予防、健康チェック

場所 上真国地区区民センターけやき

参加者 初生谷、北野、花野原、蓑津呂、円明寺地区の方

その他

皆で料理を作って美味しく頂いています。体操も頑張って健
康の為励んでいます。人数が少ないので皆さんに集まっても
らいたいです。地域の良き風習等、受け継ぎ語り継いで行く
場となる事を願っています。
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地域サロン

名前 やまなみサロン

活動日 第３火曜日

あゆみ

小川地区でお休みされているサロンの地区の方から楽しそう
で良いですねぇと言う声があり、お休みされているサロンで人
数も集まらない等あり小川全体で平成24年4月17日発足。場
所は小川保育所でしたが、平成26年11月から場所を小川公
民館にうつし、名前をやまなみサロンに変更する。

目標 地域住民の親睦、健康づくり

活動内容
こけ玉作り、ゲーム、ちぎり絵、茶話会、パークゴルフ、ホウ酸
団子作り、介護予防、健康チェック

場所 小川公民館２階

参加者 小川地区の方

その他
手芸やゲームをして楽しんでいます。皆さんの笑顔が何より
嬉しいです。
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地域サロン

名前 チィチィパッパ

活動日 不定期

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）よりサロンの話しを聞き、平成
24年7月8日発足

目標 地域間の交流、健康つくり

活動内容
ゲーム、茶話会、お花見、食事会、月見、クリスマス会、天文
台、ホウ酸団子、介護予防、健康チェック

場所 東垣内集会所

参加者 下佐々地区の方

その他
ゲームや茶話会で楽しんでいます。皆さんの元気なお顔を見
れるのが嬉しいです。
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地域サロン

名前 ピーチサロン

活動日 不定期

あゆみ
円明寺地区の住民の方からサロンを立ち上げてほしいとの
事で平成24年9月13日発足。

目標 地域の親睦、健康づくり

活動内容
茶話会、料理、クリスマス会、介護予防、健康チェック、体力
測定

場所 円明寺集会所

参加者 円明寺地区の方

その他 料理を作って楽しんでいます。
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地域サロン

名前 柴目サロン

活動日 第３水曜日

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）の方からお誘いし、他のサロ
ンに見学に行った後、平成24年10月31日発足。

目標 地域の親睦、健康維持

活動内容
料理、手芸、ホウ酸団子作り、ゲーム、ヤクルト講話、消費生
活センター講話、介護予防、健康チェック

場所 柴目集会所

参加者 柴目地区の方

その他

料理を作ったり、手芸をして楽しんでいます。サロンの内容を
考え事前にアイデアを紹介する為に色々な方面に目を向ける
好奇心が生まれ何でも知ろうと意欲が出ます。お世話する方
の楽しみにもなっています。
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地域サロン

名前 安井サロン

活動日 第３金曜日

あゆみ 役場の方からお誘いし、平成25年5月16日発足。

目標 地域の親睦、見守り

活動内容
茶話会、ホウ酸団子つくり、食事会、カラオケ、ギター弾き語
り、介護予防、健康チェック、体力測定

場所 ホビーハウスYASUI

参加者 安井地区の方

その他
皆でおしゃべりしたり手芸をして楽しんでいます。集まるだけ
で皆のお顔を見る事が出来て何より嬉しいです。
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地域サロン

名前 大角サロン

活動日 毎月15日

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）からお誘いをして、平成26年4
月4日発足。

目標 地域住民の親睦

活動内容 茶話会、料理、落語、福井げんき座の劇、手話

場所 大角集会所

参加者 大角地区の方

その他
料理を作っておしゃべりして和きあいあいと楽しいサロンで
す。
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地域サロン

名前 サロン楽笑

活動日 第２火曜日

あゆみ
他のサロンに見学に見えていた時にサロンコーディネーター
（役場）がお話して、平成26年5月9日発足。

目標 会員の親睦、見守り

活動内容
かしわもち作り、ラジオ体操、ロコモ体操、口腔ケア、DVD観
賞,茶話会、ゲーム、消費生活センター講話、健康チェック

場所 長谷集会所

参加者 長谷地区の方

その他

サロンを始めてもう少しで1年になりますが、皆さん農作業と
かで忙しいですが楽しみにして下さいます。おしゃべりや脳ト
レをして元気にしています。
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地域サロン

名前 サロン柿の実

活動日 不定期

あゆみ
代表の方から永谷地区にもサロンを立ち上げたいと役場に
声をかけ、平成26年6月29日発足。

目標 地域住民の親睦

活動内容 茶話会、食事会

場所 永谷集会所

参加者 永谷地区の方

その他
皆さん農作業とかで忙しいですがたまには集まって楽しみた
いです。
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地域サロン

名前 サロンまがりや

活動日 第２木曜日

あゆみ
サロンコーディネーター（役場）の方からお話しして平成27年3
月12日発足。

目標 地域住民の親睦、見守り

活動内容 ホウ酸団子づくり、茶話会など

場所 動木集会所

参加者 曲谷地区の方

その他

始まったばかりのサロンですので、どうしていいのか分かりま
せんので皆さんのご指導宜しくお願いします。他のサロンを
見学して楽しんでいるのを見てお世話するのも、参加してくれ
る方もお互いに生きがいであります。
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