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あなたを待っている仲間がいます

♩

♬

地域のお茶の間

ふれあいサロン ♪

♬

「ふれあいサロン」とは、身近な地域の中で仲間づくりや異世代交流、人と人との
ふれあいの場です。地域の皆さんがサロンを運営し、地域の仲間が参加するのを待っ
ています。
現在、町田市内には 70 ヶ所のサロンがあり、お茶を飲みながらおしゃべりをした
り、外出やミニコンサートを開くなど、多種多様な活動を楽しんでいます。
☆ 参加を希望される方、また、詳しい内容を知りたい方は、それぞれのふれあいサロンの問い合わせ
先に直接お電話してください。

ふれあいサロン元橋
会 場：元橋会館（相原町５４９－６）
活動日 : 基本は第１木曜日
活動時間：午後２時～４時
活動内容：
11/2(木)東京防災を確認しﾊﾟｯｸｸｯｷﾝｸﾞと
火つくり水つくりから防災を考える

、

講師 元橋にお住まいの田丸氏
12/7(木)落語(丸山にお住まいの野島氏より)
1/11(木)新年会(恒例のけんちん汁とすいとん)
参加費：１００円
【問い合わせ先】
和泉 幸子 ℡：042-774-6163

坂下ふれあいサロン
会

場：坂下さくら会館
(相原町 3６6-８)
活動日：不定期
活動内容・活動時間：
11/11(土)クリスマスリース作り
午後 2 時～4 時
12/3(日)東京消防庁九本レスキュー隊見学
時間は未定
12/23(土)クリスマス会 時間は未定
1 月は日程、内容ともに未定。

参加費：活動に応じて実費
【問い合わせ先】
熊谷 眞 ℡：042-785-4029

ふれあいサロンゆくのき
会

場：小中一貫校ゆくのき学園
地域開放スペース
（相原町３７６５−３）
活動日：第 3 金曜日
活動時間：午後２時～４時半
活動内容：お茶を飲みながらおしゃべり
11/17(金)八木重吉の詩、資料展示してあ
ります
12/15(金)ゲーム、百人一首

1/19(金)百人一首
参加費：１００円
【問い合わせ先】
西垣 京子 ℡：042-782-9926

わ・和・輪の会・境
会 場：境町会会館（相原町７７）
活動日 : 第１水曜日
活動時間：午後２時～４時
活動内容：
11/1(水) のし袋つくり
12/6(水) リース作り
1/10(水) 正月遊び
参加費： 100 円
【問い合わせ先】
八木 直美 ℡：042-772-0078
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ふれあいサロン みどり
会

場：丸山団地自治会館
（相原町 1802）
活動日：第２木曜日
活動時間：午前 10 時～正午
活動内容：
11/9(木)午後２時～４時
第２回習字塾(年賀状の書き方)
12/14(木) 歌、おしゃべり、ｽﾄﾚｯﾁ等
1/11(木) 新年お茶会(お点前)
参加費：１００円
【問い合わせ先】
黒田 和子 ℡：042-773-1670

ほっとカフェ
会

場：武蔵岡団地第一集会所
（相原町 3190）
活動日：第２木曜日
活動時間：午後２時～４時
活動内容：
11/9(木)読み聞かせ(ギター弾き語り)
12/14(木) アコーディオン演奏
1/11(木) 日本舞踊
参加費：１００円
【問い合わせ先】
峯田 美恵子℡:042-782-3068

陽田の会
会 場：陽田会館（相原町 1386-1）
活動日：不定期
活動内容：
11/ 1(水) 午前 9 時～正午
町会の防災訓練に参加
11/21(火) 午前 10 時～正午
料理の講習
12/14(木)忘年会 時間場所未定
1/ 7(日)町会のどんど焼きに参加
けんちん汁をふるまいます
1/11(木)町田の七福神めぐり
参加費：活動に応じて実費
詳細は下記お問い合わせ先にお願いします。

【問い合わせ先】
照井 威 ℡：042-773-5295

たのしい会
会

場： ※堺市民センター改修工事の
ため各町内会館等に変更
活動日： 基本第３金曜日
活動時間：午前９時半～正午
活動内容：
11/17(金)近況報告等
※会場未定
12/15(金)冬の花を探そう
活動場所：相原中央公園
12/22(金)1 年を振り返って
※会場未定
1/19(金)初顔合わせ
※会場未定
参加費：１００円
【問い合わせ先】
臼井 ノリ子 ℡：042-773-5454
円明 正
℡：042-783-0716
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サロン 憩
会

：小山保育園 園内ホール
（小山町９５４）
活動日 ：第４土曜日
活動時間：午前１０時～正午
活動内容：
11/25(土)柴田先生体操教室
12/16 土)ゲーム大会
1/27(土)落語(花見亭)

[ＮＥＷ！]
ふれあいサロンさくら

場

※保育園のホールで開催しているめず
らしいサロンです。園児のお歌のプレ
ゼントがあります！
参加費：1００円
【問い合わせ先】
石塚 正子

会

場：馬場さくら会館
(小山町４６６４）
活動日：第３土曜日
活動時間：午後 2 時～4 時
活動内容：

11/18(土)日本伝統芸能の相撲甚句、
昭和歌謡を楽しむ、囲碁教室
12/16(土)クリスマス会(紙芝居と脳トレ
とクリスマスソング)

１/20(土)映画鑑賞会(往年の名作映画)
参加費：１００円
【問い合わせ先】
佐藤 勇
℡：０42-797-7779

℡：042-797-2240

ふれあいサロン小山
おしゃべりサロン楽々
会

場：沼町内会館
(小山町 1585-5）
活動日：第３火曜日
活動時間：午後１時半～３時半
活動内容：

11/21(火)生バンドで懐メロを歌おう
12/19(火)クリスマス会
１/16(火)12 時半～午後 2 時半
新年会
参加費：２００円
【問い合わせ先】
永峯 千枝子 ℡：０42-797-3074

会 場 ：個人宅（小山町)
活動日 ：第 4 日曜日
活動時間：午後２時～４時
活動内容：
11/26(日)おまんじゅうを丸めて作り
お抹茶でいただきます
脳トレ ※参加費 200 円
12/24(日)「Ｊ＆Ｂギターアンサンブル」
の演奏で歌い、クリスマスを
楽しもう★プレゼント交換も
1/28(日)「相撲甚句」と「太鼓」のコラボ
お汁粉もいただきましょう

参加費：１００円
【問い合わせ先】
梅澤 ℡：042-798-0533
田中 ℡：080-3968-0898
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Ｈｉｔｏｉｋｉ time
【子育てサロン】
会

場：奇数月：グロリアヒルズ多摩境
（小山ヶ丘４-６-４）
偶数月：マイキャスル多摩境
（小山ヶ丘４-４-２）
活動日：第４水曜日
活動時間：午前 10 時～午後１時
活動内容：

11/22(水)ママの茶話会、
子ども服のおゆずり会
折り紙でクリスマス飾りを作ろう★

12/27(水)ママの忘年会
子ども服のおゆずり会
1/24(水)ママの茶話会
子ども服のおゆずり会
参加費：無料
☆詳細は活動ブログをご覧ください
http://hitoikitime2015.blog.fc2.com
【問い合わせ先】
松村みどり
hitoiki2015@gmail.com

おしゃべり茶ろん まる
会 場：個人宅（小山ヶ丘５丁目）
活動日：第２水曜日
11/8(水)、12/13(水)、1 月は未定

活動時間：午前 10 時～正午
活動内容：おしゃべりしながら季節の
お茶を楽しむ
※おいしいお茶を飲みながら、楽しく
情報交換をしています。お気軽にご参
加ください。
参加費：２００円
【問い合わせ先】
町田市社会福祉協議会

地域福祉課

℡：042-722-4898

町田市社会福祉協議会では、ふれあいサロンを通して、地域の中で
人と人との輪が広がることにより、誰もが安心していきいきと暮らせる
ことを願い市民のみなさんと一緒にサロン活動に取り組んでいます。
あなたの地域にも「ふれあいサロン」をつくりませんか？
関心のある方はお気軽にお問い合わせください。

社会福祉法人町田市社会福祉協議会
地域福祉課
℡：０４２－７２２－４８９８

