
2021.4末現在

NO 学区 名前 団体名 曜日 時間 場所

1 なごやかサロンの会 なごやかサロンの会 月～金 9:30～15:00 空き家

2 吉津ふれあいプラザ 吉津ふれあいプラザ 偶数日（日・祝除く） 10:00～12:00 吉津つるかめ会館

3 ふれあいサロンの会 ふれあいサロンの会 月・水・金 10:00～12:00 誠北町内会　ふれあい会館

4 天神ワイワイがやがやクラブ ＮＰＯ法人グループ凛 木・土・日 木・日　13:00～16:00　　土10:00～13:00 ほんまち平安の家

5 西深津 サロン フレンド 深津市営住宅２号棟の会 火・金 10:00～15:00 深津市営住宅２号棟談話室

6 深津 居場所づくり「竹の葉」 竹の葉町内会 火・水・木 火13:00～16:00，水・木　9:00～11:30 竹の葉会館

7 霞 霞くらぶ ふれあい喫茶 霞学区霞くらぶ運営委員会 火・木・土 9:30～12:30 元霞幼稚園

8 旭 茶論はればれ 特定非営利活動法人ミュージック＆ピープル・サポートセンター 水・木・金 ９:00～17:00 秘密基地アナログ

9 光 あしだべり場 光学区芦田町内会 木・土・日 木19:30～21:30，土9:30～11:30，日13:00～15:00 芦田町内会館

10 西 サロン“しんわ” 南本庄親和町内会 木・日 9:00～11:00 南本庄親和町内会会館

11 樹徳 みんなの家 どんどん みんなの家どんどん運営委員会 水・金 10:00～12:３0 福山医療生活協同組合

12 喫茶カフェ「みちくさ」 向陽町町内会福祉会 火・木・土 8:30～12:０0 向陽町福祉会館

13 ふれあい広場 喫茶ピース 木之庄東町内会 月・木 9:30～12:30 銀栄会館

14 曙 百歳体操 曙学区の福祉を高める会 月・金 月10:00～11:30，金14:00～15:30 曙公民館

15 川口 和囲我家サロン 川口町西中央町内会 月・金 月10:00～16:30，金13:30～16:30 川口町西中央町内会館

16 多治米 沖西かふぇ「三軒屋」 沖野上西自治会 火・木・土 13:00～16:00 沖野上西自治会集会所

17 赤坂 ★東和苑ふれあいサロン 東和苑ふれあいサロン 月・金 ９：００～１２：００ 東和苑　赤心舘

18 津之郷 本谷サロン 本谷サロン 火・金 9:00～12:00 本谷会館

19 日吉台 日吉台くらぶサロン 日吉台学区高齢者支援事業推進委員会 月～土
月～木9:30～11:30，13:30～15:30
金10:00 ～15:00 ,土9:30～11:30

日吉台くらぶ

20 高屋市営住宅ほっとサロン 高屋市営住宅ほっとサロン 月・水・金 9:３０～1２:00 高屋市営住宅１７号棟　集会所

21 居場所づくり　高屋きずなカフェ 高齢者居場所づくり高屋きずなカフェ 月・水 月１４：００～１６：００　水１３：００～１７：００ 高屋町内会館

22 ＳＫＹプラス＋シニア会 ＳＫＹプラス＋シニア会 月・火・木 8:00～12:00 ＳＫＹプラス

23 幕山 ふれあい広場「東家（あづまや）」 幕山東自治会ボランティアの会 水・土 13:30～15:00 幕山地区集会所

24 長浜 シルバーカフェ庵 東手城町庵の下町内会「シルバーカフェ庵」運営委員会 月・水・金 10:３０～15:00 藤井哲雄設計事務所１階

25 引野 ローズタウンいきいき会 ローズタウン自治会 月・火・金 月13:30～15:30，火1０:１５～1１：４５，金1３:３０～１５：００　 ふれあいの舘「ローズタウン集会所」

26 鞆の津ふれあいサロン 特定非営利活動法人鞆の人と共にくらしを 月～土 9:00～17:00 鞆の津ふれあいサロン

27 楽らく喫茶 楽らく喫茶運営委員会 火・水・木 13:30～１６：００ 個人宅

28 よりあいサロン“ひら” 平二丁目町内会 火・木・金 火・金7:００～８：００，木１０：００～１１：００ 平二丁目会館

29 居場所づくりオアシス 居場所づくりオアシス 月・木 9:00～12:00 日の出丘大集会所

30 喫茶サロン「いこいこ」 水呑高浦福祉会 月・水・金 9:00～12:00 水呑高浦集会所

31 喫茶こーい・こい 小水呑福祉会 火・金 10:00～12:00 小水呑自治会館

32 ふれあいサロンあらいだに 洗谷福祉会 水・土，第３日 水9:00～11:00，土1３:00～１６:00，第3日13:00～16:00 洗谷会館

33 白萩居場所 白萩福祉会 月～土 月・土10:00～12:00，火・水・木・金13:00～１６:00 白萩自治会館

34 ふれあいサロンかじや 鍛冶屋ボランティアの会 火・金 10:00～12:00 鍛冶屋町内会館

35 サロン千鳥 水呑学区浜福祉会
火・金（第1・2・4）
（第２木）（第3土）

10:00～12:00 浜集会所

36 ★喫茶店風サロン・中村 水呑学区中村福祉会 月・木 ９：３０～１１：００ 中村集会所

37 ★えがお西ふれあい広場 水呑学区西福祉会 月・木 １０：００～１２：００ 西町内会館

38 ★居場所づくり　サロン向丘　※5月13日開設 居場所づくり『サロン向丘』 水・木 ９：００～１２：００ 向丘中集会所

39 山南 サロンカフェ「かっぽう」 上森迫福祉会 水・土 13:30～15:30 上森迫集会所

40 今津 ふれあい広場「いこいこ」～行こう憩いの場～ ふれあい広場「いこいこ」運営委員会 月・木・土 月・木・土　９：００～12：００　第３金　13：３０～１５：００ 福山市今津交流館

41 サロンいきいき奈良木 奈良木自治会 月・水・金 8:30～12:00 奈良木クラブ

42 いきいきサロンたなか いきいきサロンたなか 月・木，土，第２・４火 月・木・土13：３０～１６：３０　木１０：００～１２：００　第２・４火曜日　13：００～１６：００ 田中倶楽部（田中集会所）

43 ふれあい広場ひらた 平田自治会 火・金 9:30～12:30 平田倶楽部

44 服部 工房 遊木 工房 遊木 水・土・日 11:30～15:30 古民家

45 有磨 友遊クラブ 福山市有磨学区友遊クラブ 月・木 8:30～11:00 元柞磨保育所

46 新市 みつば会 相方地区福祉会 水・金・土 13:00～16:00 相方交流館

47 湯田 ふれあいサロン キープオン ふれあいサロン キープオン運営委員会 金・土 9:30～15:００ カフェ キープオン

48 神辺 サロン「集い」 神辺学区　三日市上福祉会 火・土 13:00～16:00 三日市上集会所

49 西の２喫茶 道上学区西組第二福祉会 水・土 13:30～16:00 旧西組公民館

50 十三の一・日の出サロン すこやか13-1福祉会 水・土 9:00～12:00 十三軒屋第一町内会集会所

51 サロン十九 福山市道上学区サロン十九 月・水 ９：３０～12:00 十九軒屋町内会館

52 東組ふれあい広場 東組ふれあい広場運営委員会 火・木 10:00～12:00 東組公民館

53 にしいち ふれあいサロン 道上学区西の一町内会福祉会 火・金 9:30～11:30 西組町内会館

54 御野 名越ひだまりの会 名越ひだまりの会 火・金 13:00～15:30 名越公民館

※詳しくは，福祉のまちづくり課へお問い合わせください。

≪問い合わせ先≫　福祉のまちづくり課　電話（０８４）９２８－１３３３・ＦＡＸ（０８４）９２８－１３３１
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，休止または，時間変更等の場合がありますので，ご了承ください。


