
各地域のサロンは地域のボランティアの協力により運営されております。

ご近所の方やボランティアと一緒に、楽しくお話ししませんか？　お気軽にお出かけください。

※会場の都合で開催日が変更になる場合があります。

☆市内にお住まいの６０歳以上の方が対象のサロン
サロン名
会　　場

対象地区 時　間

さわやかサロン 1月20日 月曜日
甚目寺総合福祉会館 2月10日 月曜日

3月9日 月曜日

サロン名
会　　場

対象地区
サロン名
会　　場

対象地区 時　間

いきいきサロン沖之島 沖之島 1月22日 水曜日 森山サロン 森山 1月8日 水曜日
沖之島公民館 2月26日 水曜日 森山公民館 2月5日 水曜日

3月25日 水曜日 3月4日 水曜日
いきいきサロン安松 安松 1月15日 水曜日 中橋ひろば 中橋 1月10日 金曜日
安松集会所 2月19日 水曜日 中橋集会所 2月10日 月曜日

3月18日 水曜日 3月10日 火曜日
秋竹サロン 秋竹 1月7日 火曜日 いこい・しのだ 篠田 1月14日 火曜日
秋竹小学校 2月4日 火曜日 篠田第二集会所 2月11日 火曜日

3月3日 火曜日 3月10日 火曜日
ピーチクチク・パーチクチク 桂 1月7日 火曜日 いきいきサロン 篠田 1月16日 木曜日
桂公民館 2月4日 火曜日 篠田第二集会所 2月6日 木曜日

3月3日 火曜日 2月20日 木曜日
ほっとな桂・ 1月21日 火曜日 3月5日 木曜日
　いきいきサロン・太陽 2月18日 火曜日 3月19日 木曜日
桂公民館 3月17日 火曜日 サロン・しのだ 篠田 1月28日 火曜日
ほっこりサロン 1月28日 火曜日 篠田防災コミュニティセンター 2月25日 火曜日
桂公民館 2月25日 火曜日 3月24日 火曜日

3月24日 火曜日 甚目寺サロン 甚目寺 1月23日 木曜日
下田サロン 下田 1月22日 水曜日 甚目寺会館 2月20日 木曜日
下田公民館 2月26日 水曜日 3月26日 木曜日

3月25日 水曜日 坂牧サロン 坂牧 1月23日 木曜日
ふれあいサロンかわべ 川部 1月8日 水曜日 坂牧コミュニティ防災センター 2月27日 木曜日
川部集会所 2月12日 水曜日 3月26日 木曜日

3月11日 水曜日 あまちゃんのいきいきサロン下萱津 下萱津 1月10日 金曜日
伊福サロンひだまり 伊福 1月21日 火曜日 下萱津コミュニティ防災センター 2月14日 金曜日
伊福集会所 2月18日 火曜日 3月13日 金曜日

3月17日 火曜日 あまちゃんのいきいきサロン中萱津 中萱津 1月6日 月曜日
下之森元気クラブ 下之森 1月8日 水曜日 コミュニティプラザ萱津 2月10日 月曜日
下之森公民館 2月12日 水曜日 3月2日 月曜日

3月11日 水曜日 上萱津いきいきサロン 上萱津 1月22日 水曜日
なごやか会 徳実 1月22日 水曜日 上萱津コミュニティ防災センター 2月26日 水曜日
徳実公民館 2月26日 水曜日 3月25日 水曜日

3月25日 水曜日 栄サロン 栄 1月21日 火曜日
二ツ寺サロンなごみ 二ツ寺 1月11日 土曜日 甚目寺老人福祉センター 2月18日 火曜日
正則コミュニティセンター 2月8日 土曜日 3月17日 火曜日

3月14日 土曜日 西今宿サロン 西今宿 1月6日 月曜日
富塚サロン 富塚 1月11日 土曜日 西今宿公民館 2月3日 月曜日
富塚集会所 2月8日 土曜日 3月2日 月曜日

3月14日 土曜日 森サロン 森 1月16日 木曜日
1月18日 土曜日 森憩の家 2月20日 木曜日
2月15日 土曜日 3月12日 木曜日
3月21日 土曜日 くぶちお楽しみサロン 新居屋 1月6日 月曜日

金岩サロン 金岩 1月12日 日曜日 新居屋久渕公民館 （久渕） 2月3日 月曜日
長福寺 2月2日 日曜日 3月2日 月曜日

3月1日 日曜日 新居屋サロン 新居屋 1月24日 金曜日
サロン木田 木田 1月9日 木曜日 新居屋憩の家 2月28日 金曜日
木田公民館 2月6日 木曜日 3月27日 金曜日

3月5日 木曜日

【参加費】100円～　      （会場及び内容により、追加徴収する場合や不要になることがあります。）
【申込】　不要
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☆開催会場地域にお住まいの６０歳以上の方が対象のサロン(一部を除く）
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サロン開催日のお知らせ


