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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 7２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。

陽田の会
会 場：陽田会館（相原町 1386-1）
活動日・活動内容：
2/15(木) 研修旅行(木更津アウトレット)
3/15(木) 講習会(押し花)
4 月は未定

わ・和・輪の会・境
会 場：境町会会館（相原町７７）
活動日・活動時間・活動内容：
2/7(水) 午後 2 時～4 時
クラフトテープでストラップ作り

3/9(金)「ほうとう会」に参加
場所：大地沢青少年センター

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

4/4(水) 午前 10 時～午後 3 時
お花見 ※場所未定
参加費： 100 円
【問い合わせ先】
八木 直美 ℡：042-772-0078

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
2/16・3/16・4/20
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、
簡単なゲーム等

参加費：１００円
【問い合わせ先】
西垣 京子 ℡：042-782-9926

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：
2/ 8(木) 折り紙
3/ 8(木) 健康チェック
4/12(木)人形劇
参加費：１００円
【問い合わせ先】
峯田 美恵子℡:042-782-3068
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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
活動内容・活動時間：
2/ 8(木) 午前 10 時～正午
おしゃべり中心
3/ 9(金) 「ほうとう会」に参加
場所：大地沢青少年センター
4/12(木) 午前 10 時～正午
おしゃべり中心
参加費：１００円
【問い合わせ先】
黒田 和子 ℡：042-773-1670

たのしい会
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：
2/16(金)小物作り(福郎を作る)
場所：かっしーや
3/ 9 (金)早春の花を見に行く
場所:未定
3/16(金)漢字ドリル、ストレッチ
場所：かっしーや
4/20 (金)小物作り
場所:堺市民センター
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

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：
2/1(木)町田市保健所の協力による健康チェ
ックと保健師による講話。骨密度、
体脂肪、肌の測定など

3/9(金)「ほうとう会」に参加
場所：大地沢青少年センター

4/5(木)大正琴、和菓子とお茶をいただく
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
活動時間：午前 10 時～正午
活動内容：
2/13(火) 支援センターによる講話
蓄音機での音楽鑑賞
2/1８(日) バレンタイン会
3/ 9(金) 「ほうとう会」に参加
場所：大地沢青少年センター
3/17(土) ふれあいサロン総会
4/1(日) 桜花見と野外珈琲の会
参加費：活動に応じて実費
【問い合わせ先】
熊谷 眞 ℡：042-785-4029
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サロン 憩
会

場

：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：
2/24(土)支援センターの方のお話し
3/24(土)ギター演奏
4/28(土)レイアロハ町田（フラダンス）
※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】

ふれあいサロンさくら
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：

2/17(土)高齢者の方向け健康体操
歌声喫茶 PARTⅡ
3/17(土)映画鑑賞会(往年の名作映画)
4/21(土)朗読・物語・詩
南京玉すだれ
参加費：１００円
【問い合わせ先】
新城 隆吉 ℡：042-797-3661
佐藤 勇
℡：０42-797-7779

石塚 正子

℡：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：

2/20(火)身体を動かしてストレッチ
3/20(火)新年度の行事計画
4/17(火)未定
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：
2/25(日)「卵かけごはんを食べましょう」
朝食は軽めに！※参加費 300 円

3/25(日)「ハーモニカ演奏」と「町田市の
介護保険の最新情報を知ろう」

4/22(日)「アコーディオンと一緒に歌おう！」
(リクエストできます)

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】
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：
2/21(水)・2/28(水)・3/ 7(水)
4 月は未定
活動時間：午前 10 時～午後１時
活動内容：入園・入学グッズ作成応援会

おしゃべり茶ろん まる

会

(グッズ作りについての相談や裁断
スペース・ミシンの用意などし
ます！)

会 場：個人宅（小山ヶ丘５丁目）
活動日：第２水曜日
2/14(水)、3/14(水)、4/11(水)

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

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

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

