
令和２年度地域サロン運営事業実施状況一覧 2020/7/22現在

№ 地区名
年間開
催回数

実施
拠点

実施場所等 主な運営スタッフ 実施内容

1 毎週水曜日 13:00～15:00 野町会館 民生委員児童委員

婦人会

ボランティアの会

地域包括支援センターいずみの

エイジレス体操インストラクター

鞍月スポーツクラブ

1
毎月第2･4水曜
日

13:30～15:00 平和町会館 民生委員児童委員

毎月第1・3水曜日 13:00～16:00 まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月第4金曜日 13:30～15:00 県営大桑集会所 校下老人会

校下婦人会

1 毎週水曜日 13:00～15:00 泉野サロン 民生委員児童委員

毎週金曜日 13:00～15:00 まちぐるみ福祉活動推進員

町会連合会

婦人会

長寿会

泉野地区ボランティアグループ

1 毎週金曜日 13:30～15:30 新竪会館 民生委員児童委員

1
毎月第3月曜日
（※月により変更
有）

10:30～12:00 ほっとサロン十三間町 まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月第1・3木曜日（休日の場合、変更あり） 13:30～15:00 永井善隣館２階和室 民生委員

菊川福祉ボランティアの会会員

まちぐるみ福祉活動推進員

1 4月～3月毎月第2・4火曜日 09:30～14:00 内川公民館 内川ボランティアの会会員

1 1月第4木曜日、3月第1木曜日、2月第1・3木曜日 10:00～12:00 別所町集会所

1 1月第4木曜日、3月第1木曜日、2月第1・3木曜日 10:00～12:00 三小牛町会館

1 1月第4木曜日、3月第1木曜日、2月第1・3木曜日 10:00～12:00 小原公民館

1 1月第4木曜日、3月第1木曜日、2月第1・3木曜日 10:00～12:00 新保町集会所

1 1月第4木曜日、3月第1木曜日、2月第1・3木曜日 10:00～12:00 みどり団地集会所

1 1月第4木曜日、3月第1木曜日、2月第1・3木曜日 10:00～12:00 山川町コミュニティセンター

1
隔月程度第2・
4土曜日8月上
旬

13:30～16:00
19:00～21:00

長坂会館 まちぐるみ福祉活動推進員

1
隔月程度
8月上旬

13:30～17:00
19:00～21:0

円光寺文化センター 長坂台ボランティアの会

1
8月上旬
11月中旬

19:00～21:00
13:30～16:00

野田町会館 学童クラブ

1 8月上旬
19：00～21：

00
享誠塾
地域交流ホール

1 8月上旬
19：00～21：

00
おおぞらクラブ

1 第1・3月曜日 午後 泉野出町地区

1 毎月第4火曜日 13:30～15:00 弥生公民館 民生委員児童委員

9月は第5月曜、12月は第3火曜 まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月第2・4火曜日 10:00～12:00 中村会館 民生委員児童委員

1 毎月第3金曜日 13:30～15:30 長町公民館 ボランティアの会

毎週月･木曜日 19:00～21:00 民生委員

1 10月 07:00～20:00 屋外 まちぐるみ推進員

1 毎月第3金曜日 11:00～13:00 松ヶ枝福祉館 民生委員・児童委員

1 1月第3金曜日 11:00～13:00 ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ 主任児童委員　まちぐるみ福祉活動推進員

1 11月3日火曜日 09:00～16:00 日帰りバス旅行 松ヶ枝ボランティアの会　絆

開催日時等

1 野　町 年37回

日帰りバス旅行、ストレッチ・エ
イジレス体操、身体や頭を使う
ゲーム、健康講座、食事会、手作
り教室、落語、小学生との交流

2 十一屋 年50回

血圧測定、健康教室、子どもたち
との交流、手作り教室、バス旅
行、健康麻雀、交通安全教室、
ボッチャ大会、オカリナコンサー
ト、防災教室、民謡ショー、お抹
茶

5 菊　川 年14回
健康教室、音楽鑑賞、フラワーア
レンジメント、クリスマス会、新
年会、こども園児との交流会

6 内　川 年44回
手作り教室、健康講座、介護講
座、体操、法話　他

3 泉　野 年84回 会食会、カラオケ、健康麻雀

4 新　竪 年43回

折り紙教室、紙工芸教室、ビンゴ
大会、健康教室、バス旅行、ヨガ
教室、和菓子作り教室、保健師さ
んの相談会、季節の行事（お花
見・クリスマス会・ひな祭り・旗
源平）

9 中　村 年18回
健康教室、料理教室、フラワーア
レンジメント、３Ｂ体操、グラウ
ンドゴルフ、講和　等

10 長　町 年98回
包括支援センターひろおかによる
体操、講座を開催、ちぎり絵教室
を開催、日帰りバス旅行

7 長坂台 年29回

手づくり教室
レクリエーション体操
音楽演奏観賞・体験
健康麻雀大会
科学講話

8 弥　生 年10回
健康講座、防犯教室、音楽会、手
作り教室

11 松ヶ枝 年7回

健康講座、バスハイキング、音楽
鑑賞、紙芝居鑑賞、園児との交
流、手作り教室、歴史講座、みん
なで音楽を奏でよう
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№ 地区名
年間開
催回数

実施
拠点

実施場所等 主な運営スタッフ 実施内容開催日時等

1 毎週水曜日 09:00～12:30 長土塀公民館 民生委員児童委員

毎週木曜日 09:00～11:30 まちぐるみ福祉活動推進員

社協職員

1 毎月第2・4水曜日 10:00～11:30 芳斉公民館 民生委員・まちぐるみ福祉活動推進員

1 9月14日 13:30～15:00 ＡＮＡ　ホリディ・イン金沢スカイ 地域包括支援センターひろおか

1 10月14日 09:00～15:00 施設見学（食事） 地域福祉コーディネーター

1 毎月第2･3･4･5金曜日 10:00～12:00 此花会館 民生委員

１月は第４金曜日のみ 主任児童委員

まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎週水曜日 13:30～15:00 瓢箪町公民館 民生委員

1 6月～11月、3月毎月第4火曜日 8:30～12:00 卯辰山グラウンドゴルフ場 ボランティアの会

1 11月11日 07:30～17:00 バス研修　小浜神宮寺 地域包括支援センターおおてまち

1 3月3日 13:30～15:00 瓢箪町　聞善寺

1
水曜日
毎月第2．4木曜日

13:30～15:00
13:00～15:30

小立野公民館 小立野民生委員児童委員協議会

小立野まちぐるみ福祉活動推進員

1 水曜日 13:30～15:00 とびうめ蔵 児童館、小立野町会連合会

1 水曜日 13:30～15:00 特別養護老人ホームけんろく苑 小立野福寿会連合会

1 毎週木･金曜日 09:30～11:30 やわらぎ公園 小立野校下婦人会、東風の会

1 毎週月･水･金曜日 09:30～11:30 あすなろ公園 いきいき健康教室

1 毎週土・日曜日春・夏・冬休み 09:30～11:30 小立野小学校 地域包括支援センターとびうめ

1 毎月第1･3金曜日 13:30～15:30 材木善隣館サロン 材木地区社会福祉協議会

1 毎月第4金曜日 13:30～15:30 パン・えいごの森 材木地区民生委員児童委員協議会

1 毎月第2・3火曜日 13:30～15:30 斉藤内科クリニック 金沢市地域包括支援センターさくらまち

1 毎月第3土曜日 13:30～15:30 鈴見台2丁目会館 福桜会、鈴見台第2町会サテライト

1
月曜日
木曜日

13:30～16:00
10:00～12:30

福祉センター 民生委員児童委員

1 水曜日 7:30～9:00 常福寺駐車場 まちぐるみ福祉活動推進員

1 木曜日 13:30～15:00 KKRホテル金沢2階アイビス 味噌蔵ボランティア友愛のつどい

1 木曜日 9:00～10:00 常福寺お御堂 地域住民

1 毎週月曜日
10:00～12:00
13:00～15:30

崎浦公民館和室・ホール 民生委員児童委員

1 5月から12月第3水曜日 13:30～14:30 涌波会館ホール まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月25日 10:00～11:30 陽風園研修室

1 不定期 13:30～15:30 三口新町日吉神社社務所

13 芳　斉 年25回

●金沢市包括支援センターひろお
かの協力を得て、認知症予防講
座、健康講座、軽体操、脳トレー
ニング等
●手作り教室
●出前講座を利用しての学習
●食事会等

14 此　花 年28回 手作り教室、健康講座

12 長土塀 年91回
カラオケ、麻雀、介護教室、日帰
り研修会

17 材　木 年55回
健康講座、芋掘りバス旅行、敬老
会、新年会、茶話会

18 味噌蔵 年127回

健康講座、手作り講座、会食会、
法話、3B体操、芋掘り、児童クラ
ブと交流、交通安全講座、和菓子
作り、日帰り旅行、麻雀、自彊術
体操、喫茶店で雑談、買い物帰り

のコミュニティカフェの開催

15 瓢　箪 年47回
健康講座・健康体操、講師を招い
て音楽を楽しむ、手作り教室、グ
ラウンドゴルフ

16 小立野 年272回
講習会、手作り教室、体操教室、
茶話会、グラウンドゴルフ、日帰
り旅行

19 崎　浦 年71回
折り紙・水引
福祉カフェ・法話
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1 9月15日 10:00～13:00 犀川公民館 民生委員・児童委員

1 11月6日 10:00～13:00 下鴛原集会所 まちぐるみ福祉推進員

1 R3,1/22 10:00～13:00 寺津町集会所 ボランティアグループ

1 R3,2/2 10:00～13:00 熊走町集会所 地域包括支援センター

1 R3,3/2 10:00～13:00 瀬領町集会所 末駐在所警察官

1 R3,3/25 10:00～13:00 中戸町会館

1 R3,1/15,3/17 10:00～13:00 末町会館

1 8/4,12/18,R3,2/17 10:00～13:00 辰巳町集会所

1 未定 10:00～15:00 北袋会館 まちぐるみ福祉活動推進員

1 未定 10:00～15:00 湯涌田子島会館

1 未定
10:00～12:00
10:00～14:00

湯涌荒屋町集会場

1 未定
10:00～12:00
10:00～14:00

河内町郷友会館

1 未定
10:00～12:00
10:00～14:00

下谷町集会場

1 未定 10:00～14:00 芝原町集会場

1 未定
10:00～12:00
10:00～14:00

湯涌農村環境改善センター

1 未定 10:00～14:00 羽場町　髙宅

1 未定
10:00～12:00
10:00～14:00

板ヶ谷町　谷口宅

1 土曜日
10:00～12:00
10:00～15:00

湯涌江戸村

1 未定 10:00～14:00 菱池町　小西宅

1 毎週火曜日（１月なし） 10:00～15:00 旭町福祉センター 現民生委員・元民生委員

1 毎月第2・4木曜日 10:00～11:00 田上新町会館 現職及び現職まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月第３金曜日 14:00～15:00 太陽が丘ひまわり会館 老人会

地域包括支援センター等

1 毎月第1・3火曜日 10:00～12:00 医王山改善センター 介護センターピカソ職員

1 毎週水曜日 10:00～12:00 田島会館 民生委員

1 毎月第2･4火曜日 09:00～16:00 上野宅 まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月第2･4土曜日 13:00～17:00 レクリエーション広場 老人会、町会

1 主に木曜日 14:00～16:00 俵公民館 俵地区町会連合会

1
10:00～15:00
14:00～16:00

俵スタジオ 俵地区老人会（松寿会）

1 14:00～16:00 和楽ホーム 俵公民館

1 14:00～15:30 戸室スポーツ広場 まちぐるみ福祉活動推進員

他　各所 民生委員児童委員

1 毎月第2土曜日　 10:00～11:30 東浅川ふれあいセンター 民生委員

1 毎月日曜日（4月～11月） 午前中 旧東浅川小学校グランド 民生児童委員

まちぐるみ福祉活動推進員

町会連合会

1 毎週火曜日 13:00～15:00 馬場公民館　地域サロンひがしやま ボランティア17名

1 第1水曜日又は第２水曜日 12:00～15:00 金森宅（第２サロンひがしやま） 金沢市地域包括支援センターおおてまち

馬場福祉会職員

1
毎週火曜日　春、
夏、冬休みあり 10:00～13:00 浅野町福祉センター内　老人憩の家 民生委員児童委員

1 6月30日（火） 10:00～13:00 高柳町会館 まちぐるみ福祉活動推進員

1 3月16日（火） 10:00～13:00 田中町集会所 地域包括支援センターかすが

1 毎月月曜日～金曜日　第2土曜日
10:00～15:00
10:00～12:00

森山善隣館　別館もみじクラブ 民生委員児童委員

1 火曜日 10:00～12:00 森山善隣館2階　研修室 女性会役員

1 金曜日 10:00～12:00 地域包括支援センター

1 毎月第2・4土曜日 11:00～12:30 小坂公民館 小坂校下老人連合会

1 11月上旬～11月中旬 バス遠足 まちぐるみ福祉推進員

小坂地区民生委員児童委員

21 湯　涌 年44回
手作り品、談話、法話、会食、料
理、地域の芸能伝承、花壇作り、
温泉旅行　等

22
田　上
(浅川)

年59回

健康教室、カラオケ教室、詩吟教
室、3Ｂ体操教室、グランドゴル
フ教室、手作り教室、健康麻雀教
室、子どもとの交流会、研修旅行
等

20 犀　川 年11回

お楽しみショー・ウクレレオバハ
ンズ・秋のバスツアー（能登方

面）・クリスマスパーティー・新
年会、冬の健康講座・3B体操、ハ

ンドケア

25
東浅川
(浅川)

年29回
健康体操、手作り教室、花植、茶
話会、日帰りバス旅行、食事会、
グランドゴルフ

26 馬　場 年45回
食事会、体操、ゲーム、手作り教
室、おやつ作り、児童　園児との
交流会

23
医王山
(浅川)

年108回

健康教室、手作り教室、介護教
室、講話、法話、音楽鑑賞、会食
会、グラウンドゴルフ、小中学生
との交流会、わら細工

24
俵

(浅川)
年23回

健康教室、法話会、グラウンドゴ
ルフ、交通安全教室、世代間交流
他　地域に密着した老人向け行事

29 小　坂 年17回
季節に応じた行事や内容に取り組
む、出前サロン、バス遠足

27 浅　野 年25回
物作り、簡単な手話、俳句、出前
講座、、防災教室、交通安全教
室、グラウンドゴルフ、軽体操

28 森　山 年207回

麻雀、ピンポン、コーラス、フラ
ワーアレンジメント、ヘルストロ
ン、手作り教室、健康講座、カラ
オケ、ゲーム、喫茶、　等
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1 毎月第3水曜日 09:30～11:30 日吉ケ丘コミュニティーセンター 民生委員

1 毎月第3水曜日 13:30～15:30 今町聖徳寺 町会

1 毎月第3水曜日 13:30～15:30 今町八幡神社社務所 地域ボランティア

1 毎月第3火曜日 13:30～15:30 二日市町会館 支援センター職員

1 毎月第3土曜日 14:00～16:00 ひばりが丘会館

1 毎月第2・4火曜日 13:30～15:30 東森本集会所（茶話会） 民生委員

毎週水曜日 13:30～15:30 東森本集会所（健康麻雀） 老人会

毎週木曜日 13:30～15:30 東森本集会所（カラオケ） 町会

1 毎週火曜日、随時（12～2月お休み） 9:00～11:30 森本こどもグランド 老人会

1 毎週木曜日、随時（12～2月お休み） 8:30～11:30 北部公園 包括支援センターきしかわ

1 毎月第1･3水曜日 14:00～16:30 南森本町民会館

毎月末水曜日 14:00～16:30 南森本町民会館

毎月第3火曜日（12～2月お休み） 13:30～16:00 北部公園

1 毎週火・木・日曜日 13:00～17:00 弥勒町集会所

毎月第2・4水曜日 10:00～12:00 弥勒町集会所

1 毎月1日 10:00～12:00 川崎神社

1 毎月第1水曜日
13:30～15:30
12:00～15:00

湖南公民館別館

1 毎月第2水曜日 13:00～15:00 湖陽町民会館

1 毎月第3木曜日 13:30～15:00 大場コミュニティセンター

1 毎月第4木曜日 13:30～15:00 北部多目的研修センター

1 第1木曜日（6・12月） 13:30～15:00 堅田団地集会所　講習会 公民館長

毎週火･木曜日 13:00～18:00 堅田団地集会所　麻雀（男性） 町連会長

毎月第2・5水曜日毎月第3・4月曜日 13:00～17:00 堅田団地集会所　麻雀（女性） 堅田町会長

毎週火・木曜日 13:30～15:30 堅田団地集会所　卓球 ＦＧＣ会長

毎月第1・3木曜日 13:30～15:30 堅田団地集会所　カラオケ

毎月第4水曜日 13:00～16:00 堅田団地集会所　茶道

第1木曜日（9・3月） 13:30～15:00 薬師谷公民館　講習会

1 毎週月曜日 13:30～15:30 薬師谷公民館　卓球

1 毎週土曜日（12月～2月お休み） 09:00～11:00 不動寺小学校グランド

1 ７月２１日～８月３１日毎日（雨天中止） 06:30～06:45 堅田団地小公園　ラジオ体操

1 毎月第2･3･4木曜日 その他必要に応じて 14:00～16:00 旧上平小学校 地域ボランティア

老人会

民生委員

1 毎月第1木曜日 14:00～15:30 直江谷会館 老人会

1 毎週火･土曜日 14:00～16:00 牧山ガラス工房グランド 民生委員

1 9:00～16:00 ぬく森の郷 町会

1 5月第2月曜日 14:00～15:30 小池町　速円寺

1 6月第2月曜日 14:00～15:30 土子原町こども野外広場

1 7月第2月曜日 14:00～15:30 古屋谷集会所

1 8月第2月曜日 14:00～15:30 正部町集会所

1 9月第2月曜日 14:00～15:30 宮野町　寺田宅

1 10・3月第2月曜日 14:00～15:30 高坂町集会所

1 11月第2月曜日 14:00～15:30 さとやま交流館

1 12月第2月曜日 14:00～15:30 梨木町　奥野宅

1 4・2月第2月曜日 14:00～15:30 三谷公民館

1 毎週水・土・日曜日　毎月第4木曜日（12～2月お休み）
6:00～7:30

15:30～17:00
テクノパーク運動広場

30
花　園
(森本)

年48回
講演・体操・ゲーム・クリスマス
会・映画　等

33
朝日

（森本）
年36回 法話会、茶話会、花壇作り

34
三谷

（森本）
年212回

講座、講習会、グラウンドゴル
フ、研修旅行　等

31
森　本
(森本)

年463回
体操、講座、クリスマス会、カラ
オケ　等

32
不動寺
(森本)

年394回

各講座（健康、介護）、ゲーム
（麻雀）、教養・娯楽（お茶・カ
ラオケ）スポーツ（卓球、グラウ
ンドゴルフ、健康体操等）



令和２年度地域サロン運営事業実施状況一覧 2020/7/22現在

№ 地区名
年間開
催回数

実施
拠点

実施場所等 主な運営スタッフ 実施内容開催日時等

1 第2水曜日 10:00～12:00 夕日寺交流館 まちぐるみ福祉活動推進員

1 第4水曜日 10:00～12:00 御所町１丁目会館 社協会長

1 第4水曜日 14:00～16:00 御所町２丁目会館 老人会

1 第4水曜日 10:00～12:00 高田集会所

1 第2月曜日 10:00～12:00 東長江会館

1 第3水曜日 10:00～12:00 山王１丁目会館

1 第4水曜日 10:00～12:00 山王２丁目会館

1 毎週水曜日 10:00～12:00 福久南集会所 地域住民（各町会）の有志

1 毎月第3土曜日 13:30～15:30 荒屋会館

1 毎月第2水曜日 10:00～12:00 柳橋町集会所

1 毎月第3木曜日 10:00～12:00 法光寺町集会所

1 毎月第3土曜日 13:30～15:00 千坂公民館

1 6.9.11.3月の土曜日 10:00～12:00 福久町会館

1 6.7.10.12.2月の第3水曜日 10:00～12:00 百坂町集会所

1 6.7.10.1月の第4金曜日 14:00～16:00 千田葵会館

1 6.7.10,1月の第2火曜日 10:00～12:00 千田町会館

1 毎月第2火曜日,1,2,3月第４火曜日 10:00～11:30 千木町会館

1 毎月第３金曜日 13:30～15:00 疋田町民会館

1

毎週水曜日
（4/1、8月～
10月、1月は1
～2週、11月、
3月は1～3週12
月、2月は1～4
週）

10:00～12:00 長田町公民館 民生委員児童委員

1 9月16日 10:00～12:00 金沢中央朱鷺の苑 まちぐるみ福祉活動推進員

1 6/10、10/14 10:00～12:00 市民芸術村 地域福祉コーディネーター

1 10/28、11/18 未定 旅行 支援センターひろおか

1 毎週金曜日
19:30～21:00
13:30～15:30

大野町公民館 民生委員児童委員

1 毎週月曜日 13:30～15:30 大野町町民会館 まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎週水･木曜日 13:30～15:30 大野町日吉会館２階 校下各種団体

毎週水･土曜日 08:30～12:00 大野町日吉会館１階

1 第2･4金曜日 9:00～11:30 日吉会館前集合

1 毎月水曜日3回・第3木曜日
10:00～11:00
13:30～16:00

戸板会館 まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月第1・2・3火曜日 13:30～14:30 示野みつば会館 民生委員児童委員

1 毎月第2火曜日 10:00～12:00 北町会館 主任児童委員

1 毎月第1金曜日（8月・12月は休み） 10:00～12:00 若宮会館 地域包括支援センター

1 毎月第1土曜日（8月・12月は休み） 10:00～12:00 示野中町会館

1 毎月第2･4水曜日　毎月第4水曜日
10:00～12:00
13:00～16:00

大徳公民館 大徳ボランティアグループ

民生委員児童委員協議会

まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月第3木曜日 10:00～12:00 寺中町会館 大徳ボランティアグループ

1 第2か第4水曜日 10:00～12:00 大徳公民館 民生委員児童委員協議会

まちぐるみ福祉活動推進員

リハビリ体操、カラオケ、介護講
座、談話等

年84回夕日寺35

38 大　野 年260回

お花見、健康教室、コンサート、
お笑いステージ、日帰りバス旅
行、3世代交流ペタンク、３Ｂ体
操、ヨガ、カラオケ、囲碁・将
棋、麻雀、ウォーキング

36 千　坂 年122回

折紙、紙芝居、絵手紙、グランド
ゴルフ、ゲーム、陶芸、歌謡教
室、体操、ぬり絵、かたり部、誕
生会、ゲーム大会、かるた遊び
等

民謡、謡曲、折り紙、カラオケ、
俳句

年29回長　田37

41
木曳野
(大徳)

年10回 健康講座、会食会、演芸、手芸

39 戸　板 年70回
季節の行事、囲碁将棋、茶道教
室、生花教室、囲碁ボール、県境
教室、健康講座

40
大　徳
(大徳)

年12回 健康講座、会食会、演芸、手芸



令和２年度地域サロン運営事業実施状況一覧 2020/7/22現在

№ 地区名
年間開
催回数

実施
拠点

実施場所等 主な運営スタッフ 実施内容開催日時等

1 毎月第4月曜日 10:00～12:00 金石会館 民生児童委員

1 未定 未定 能登方面 まちぐるみ福祉活動推進員

1 10月1泊 未定 富山方面 地域包括支援センター

1 毎週水曜日 10:00～11:30 西公民館 民生委員児童委員

まちぐるみ福祉活動推進員

ウエストサークルボランティアの会

1 毎月第1･3火曜日 10:00～12:00 諸江中丁集会場 民生委員児童委員（8名）

1 毎月第2･4火曜日 10:00～12:00 北安江けやき児童クラブ まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月第1･3月曜日 10:00～12:00 三浦町公民館 地域包括支援センターもろえ職員

1 毎月第2･4木曜日 10:00～12:00 諸江町下丁集会場

1 10月16日 10:00～15:00 合同懇親会（場所未定）

1 1月14日 10:00～15:00 新年会（場所未定）

1 毎月第2木曜日 13:30～15:30 直江町会館 民生委員児童委員

1 毎月第2月曜日 13:30～15:30 南新保会館 主任児童委員

1 毎月第2火曜日 13:30～15:30 鞍月新町会館 まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月第2水曜日 13:30～15:30 御供田町会館 包括支援センター

1 毎月第3火曜日 13:30～15:30 近岡町会館 鞍月児童クラブ

1 毎月第3火曜日 13:30～15:30 大友町会館 あけぼの保育園

1 毎月第3水曜日 13:30～15:30 戸水町会館

1 毎月第3金曜日 13:30～15:30 直江北会館

1 毎月第1日曜日・第1水曜日 13:30～15:30 浅野川会館 民生委員

1 13:30～15:30 蚊爪町会館 まちぐるみ福祉活動推進員

1 本浄寺

1 北間町会館

1 大河端町会館

1 弓取町会館

1 問屋町会館

1 三ツ屋町会館

1 三口会館

1 毎月第1金曜日 10:00～11:30 ほほえみサロン 民生委員

1 毎月第2･4木曜日 10:00～11:30 ３丁目サロン 粟崎ボランティアグループ

1 毎月第2･4月曜日 10:00～11:30 ４丁目サロン

1 毎月第2･4火曜日 10:00～11:30 五郎島サロン

1 6,7,10,11,2月 10:00～11:30 男のサロン

1 7/11・11月 10:00～11:30 合同サロン

1 4、5、9、12、1、3月第2水曜日 13:30～15:00 松寺公民館 民生委員児童委員

1 毎週月曜日　4/22,9/23,3/25 13:30～15:00 木越団地町会会館 まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月第2水曜日 13:30～15:00 みずき会館 町会老人会

1 毎月第2水曜日 1/22 13:30～15:00 木越町会館 地域包括支援センター

1 毎月第3火曜日 13:30～15:00 東蚊爪町会会館

1 毎月第2土曜日 13:30～15:00 湊町会会館

1 4、5、6、7、9、10、11、3月第3水曜日 13:30～15:00 大浦町会会館

1 毎月8日 13:30～15:00 磯部町会会館

1 5、7、9、11、1、3月第4水曜日 13:30～15:00 沖町会館

年２回の体力測定と健康チェッ
ク、防災教室、合同サロン、懇親
会、手作り教室、健康教室、干支
色紙作り、フラワーアレンジメン

ト、新年会　等

年58回諸　江44

43 西 年40回 健康教室、３Ｂ体操、絵手紙

年9回金　石42
バス旅行、交通安全教室、小学生

との交流　等

47 粟　崎 年57回

季節の行事、食事会、バス旅行、
法話、世代間交流、健康教室、
パークゴルフ、手作り教室、麻雀
他

48 川　北 年135回 講座、食事会、日帰りバス旅行

45 鞍　月 年72回
介護予防教室、健康講座、レクリ
エーション、法話、新年会、手作
り、園児児童との交流会

46 浅野川 年33回
健康麻雀・振り込め詐欺予防・健
康教室・交通安全教室・口腔ケ
ア・手作り



令和２年度地域サロン運営事業実施状況一覧 2020/7/22現在

№ 地区名
年間開
催回数

実施
拠点

実施場所等 主な運営スタッフ 実施内容開催日時等

1
毎月第2金曜
日,6/12,7/10,9/11,10/9,
11/13,12/11,2/12,3/12

13:00～15:00 富樫公民館　研修室（手づくりサロン） 民生委員児童委員

毎月第2・4金曜日（7月第
2・3金曜日　8月第1・3金
曜日）

12:30～15:30 富樫公民館ホール（健康麻雀サロン） ボランティア会員

金曜日
6/5.7/3.9/4.10/2.11/20.
2/19

10:00～11:30 富樫公民館ホール（お元気サロン） まちぐるみ福祉活動推進員

第2または4火曜日
6/23.9/29.10/27.11/10.3
/9

10:00～13:00 富樫公民館ホール（長寿交流サロン） 婦人会会員

1
第1または第3金曜日
6/5.7/3.8/7.9/4.10/2.11
/6.12/4.1/8.2/5.3/5

13:30～15:30 ハッピータウンクオレ（筋力トレーニングサロン） 老人会会員

1
第3火曜日
6/16.7/21.9/15.10/20.11
/17.2/16

10:00～12:00 かしの木館（お茶サロン）

1 10月 日帰り 屋外/行先未定（サロン研修旅行）

日時　未定 富樫公民館ホール（教養講座）

月2回第2・4水曜日8月.12
月（第1.3） 10:00～11:00 かしの木館（楽々健康教室）

1 9月17日 09:00～15:00 ゆめのゆ（敬老会）

50 三　馬 年8回 1 毎月第2水曜日 10:00～12:00 会館みんま ボランティアみんま
講演会、音楽療法、臨床美術、バ
ス旅行　等

1 毎月第1金曜日 10:00～12:00 大額１丁目会館 民生児童委員

1 毎月第2金曜日 10:00～12:00 光が丘会館 まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月第3金曜日 10:00～12:00 額谷会館 ボランティア

1 毎月第4火曜日 10:00～12:00 額中央集会所

1 毎月第4木曜日 10:00～12:00 浄光寺

1 毎月第4金曜日 10:00～12:00 額乙丸新集会所

1 1月 10:00～13:00 額公民館

1 10月 09:00～16:30 その他

1 未定 未定 北四十万集会所 民生児童委員

1 未定 未定 中四十万集会所 まちぐるみ

1 未定 未定 南四十万集会所 老人会

1 未定 未定 四十万西町集会所 婦人会

1 毎月第2・4木曜日 10:00～12:00 四十万同心会集会所

1 未定 未定 四十万第一町会集会所

1 未定 未定 四十万北新町集会所

1 未定 未定 三十苅南集会所

1 未定 未定 三十苅中央集会所

1 毎月第2・4火曜日 10:00～12:00 額公民館

1 毎日 06:30～07:00 きずな広場

1 毎月第2･4木曜日 09:00～12:00 扇台公民館 扇台地区民生委員児童委員

1 毎月第1･3木曜日 14:00～16:00 交流会おあしす なのはな学級

1 毎月第1木曜日 09:00～11:30 高尾中央公園 まちぐるみ福祉活動推進員

1 10月第1土曜日 09:00～12:00 扇台小学校

1 10月29日 07:00～18:00 バスツアー

1 7月8日 07:00～17:00 グラウンドゴルフ愛好会

1 毎月第3火曜日 10:00～12:00 伏見台公民館 山科支援センター

1 毎月第1火曜日 10:00～12:00 横川日吉会館（社務所） 民生委員

まちぐるみ推進員

1 毎月第1・3火曜日 10:00～13:30 米泉公民館 民生委員  まちぐるみ福祉推進員

1 毎月第4火曜日 13:00～14:30 西泉町会館 米泉校下ボランティアの会

米泉校下婦人会

包括支援センターありまつ

52 四十万 年302回
健康体操、茶話会、手作り教室、
バス旅行　他

53 扇　台 年47回

身体を動かす行事（グラウンドゴ
ルフ・スカットボール・3Ｂ体
操・出前ワンツー体操）、手作り
教室、健康マージャン

49 富　樫 年80回
手づくり、健康麻雀、健康体操教
室、研修旅行、健康講座、敬老
会、筋力トレーニング

51 額 年37回
季節の行事、健康体操、手作り、
バス旅行・新年会（合同）　他

54 伏見台 年18回
秋の日帰りバス旅行、園児とのふ
れあい、体操・手作り教室、みん
なで歌おう夏の歌

55 米　泉 年26回

第１火曜日　カラオケ
第３火曜日　講演会、ミ
ニゲーム、日帰り研修　等
第４火曜日　脳トレ、健康体操
工作　他



令和２年度地域サロン運営事業実施状況一覧 2020/7/22現在

№ 地区名
年間開
催回数

実施
拠点

実施場所等 主な運営スタッフ 実施内容開催日時等

1 隔週水曜日 10:00～13:00 米丸児童福祉館 米丸地区まちぐるみ福祉活動推進員

1 未定 10:00～13:00 保古町会館

1 未定 10:00～13:00 黒田伏見丘会館

1 未定 10:00～13:00 高畠会館

1 未定 10:00～13:00 玉鉾２丁目会館

1 第2･4金曜日（祝日の場合は次週） 10:00～11:30 二塚公民館 まちぐるみ推進委員

第1･3水曜日 13:30～16:00 　　〃 ふたつか認定子ども園

1 6月9日 10:00～11:30 専光寺会館 女性会

1 6月23日 10:00～11:30 専光寺中会館 ふたば会

1 7月14日 10:00～11:30 古府会館

1 7月28日 10:00～11:30 松島会館

1 9月8日 10:00～11:30 神野会館

1 9月29日 10:00～11:30 北塚会館

1 10月13日 10:00～11:30 稚日野会館

1 10月27日 10:00～11:30 南塚会館

1 11月10日 10:00～11:30 二ツ寺会館

1 7月17日,10月25日 09:00～18:00 日帰りバス旅行

1 別紙記載 安原会館 民生委員児童委員

1 10月第3日曜日 10:00～15:00 安原体育館 まちぐるみ福祉活動推進員

1 6月第3火曜日 10:00～13:00 安原小学校 福寿連合会

1 9月第1日曜日 11:30～14:00 テルメ金沢 婦人会

1 10月第1火曜日 09:00～18:00 地区外 児童館

2月第3火曜日 09:00～18:00 地域包括支援センター

1 毎月第2･4水曜日（4～8月･1月は除く） 10:00～12:00 押野公民館 まちぐるみ福祉活動推進員

1 毎月第1･3月・水曜日（4～8月･1月は除く） 10:00～12:00 八日市住宅お年寄り談話室 婦人会

1 毎月第4月曜日（4月～7月は除く） 10:00～12:00 押野東会館 老人会

1 毎月第1金曜日（4～8月･1月は除く） 10:00～12:00 押野西光陽会館 民生児童委員

※4月のバス旅行は中止　※8月から各サロン実施予定 ボランティア押野

1 毎月第1･3・5金曜日 10:00～13:00 新神田公民館 地区社協役員

1 毎月第1月曜日 13:00～16:00 東入江会館 民生委員児童委員

1 年4回 10:00～12:30 糸田会館 まちぐるみ福祉活動推進員

1 年4回 10:00～12:30 糸田新町会館 ボランティア新神田会員

1 年4回 10:00～12:00 新神田会館

1 毎月水曜日 10:00～12:00 西南部児童館 民生委員

1 10月28日 10:00～12:00 西金新　神社会館 まちぐるみ福祉活動推進員

シニアクラブ

ボランティア西南部フレンズ

1 毎週水曜日 10:00～12:00 三和公民館 民生委員児童委員

1 高齢者グラウンドゴルフ 8:00～12:00 上荒屋史跡・椿公園 まちぐるみ福祉推進員

56 米　丸 年36回 健康講座、手作り作品教室、演芸

57 二　塚 年46回
健康教室、手作り教室、交通安全
教室

58 安　原 年5回
楽器演奏、手作り教室、日帰りバ
ス旅行、健康講座、

59 押　野 年36回

小物作り、会食、介護予防講座、
法話、交通講座、カラオケ、フラ
ワーアレンジメント、幼児と交
流、ゲーム

62 三　和 年38回

ビーンボーリング、カラオケ、法
話、朗読、お茶会、合唱、保育園
児との交流会、ヨガ、手作り教
室、脳トレ、ペタング、グラウン
ドゴルフ、健康教室、寄せ植え
他

60
新神田 年44回

手作り教室、会食会、健康教室、
介護教室、子どもとの交流、幼児
との交流、体操、ゲーム、映画、
季節の行事、小旅行、グランドゴ
ルフ

61
西南部 年46回

健康講和、ニュースポーツ、民
謡、フラワーアレンジメント、心
と体と頭の体操、レクリエーショ
ン　等


