
2020.3末現在

NO 学区 名前 団体名 曜日 時間 場所

1 東 東雲喫茶店風サロン 東雲町内会 毎週水曜日，第２月，第４木 毎週水9:３0～11，第2月10～12，第4木10～13:30 東雲会館

2 おしゃべり会 小池クラブおしゃべり会 毎週水曜日 13:０0～16:00 小池クラブ

3 清水ヶ丘うたごえサロン 清水ヶ丘福祉会 毎週月曜日 10:00～12:00 清水ヶ丘町内会館

4 旭 御船町いきいきサロン 御船町町内会 毎週火曜日 10:00～11:00 大道館

5 南 みんなの居場所 ローズサロン ローズサロン運営委員会 毎週火曜日 10:00～12:00 Ｆ．ＲＯＳＥスタジオ

6 わくわくカフェのがみ 野上町一丁目福祉会 毎週土曜日 9:00～12:00 山陽介護センター地域交流室

7 ふれあい広場　温知館 野上町二・三丁目町内会 毎週月曜日 10:00～12:00 野上町二・三丁目集会所「温知館」

8 ふるのがみ茶ロン 古野上町内会 毎週木曜日 14:00～16:00 古野上町町民館

9 川西会カフェ 川西会 毎週土曜日 10:00～11:30 草戸コミュニティセンター他

10 光ふれあいカフェ 光ふれあいカフェ運営委員会 毎週水曜日 9:30～11:30 光公民館

11 サロン「親和」 沖野上親和町内会 毎週金曜日 9:30～11:00 個人宅

12 『今日は！』 西町協和会町内会 毎週水曜日 10:30～11:30 西町協和会町内会館

13 老なぁ～ず 神島町福祉会 毎週火曜日 10:00～11:00 西神島公民館

14 喫茶店風サロン「だんかい」 久松台学区団塊の会 毎週日・火曜日 日9:30～14:00，12:30～16:30 久松台倶楽部（旧久松台幼稚園）

15 久松台倶楽部百歳体操カフェ 久松台倶楽部百歳体操 毎週月曜日 9:00～10:30 久松台倶楽部（旧久松台幼稚園）

16 曙 やすらぎサロン 曙学区の福祉を高める会 ①毎週水曜日，②第４水 ①10:00～11:30，②13:00～1500 グループホームやすらぎ

17 新涯 くわい喫茶サロン 新涯学区の福祉を高める会 毎週水曜日 9:30～11:30 新涯公民館

18 箕島 栗木いきいきサロン 栗木自治会 毎週水曜日 9:00～11:00 栗ノ木集会所

19 川口ふれあいサロン 川口ふれあいサロン運営委員会 毎週火曜日 9:30～12:00 福山市立川口幼稚園

20 みんなの家 みんなの家 毎週木曜日 10:00～12:00 みんなの家

21 和囲我家サロン 川口町西中央町内会 毎週金曜日 13:30～16:00 川口町西中央町内会集会所

22 たじめ仲よしサロン 多治米町中町内会　福祉会 第1・3木，第2・4水 木9:30～11，水13:00～15:30 多治米中町内会館

23 喫茶店風サロン「山田の里カフェ」 熊野学区山田の里クラブ 毎週水曜日 9:30～11:30 熊野町公民館

24 喫茶店風サロン「ふれあい元気」 上之原下ふれあい元気 毎週金曜日 9:00～11:00 上之原下観音堂庫裡

25 サロンほっこり 瀬戸二番組町内会 毎週月曜日 10:00～12:00 二番組町内会館

26 瀬戸川クラブ 瀬戸川クラブ 毎週土曜日 9:30～11:30 瀬戸川団地新集会場

27 山手 喫茶店風ふれあいサロン山手 喫茶店風ふれあいサロン山手 毎週水曜日 9:30～11:30 山手公民館

28 東和苑ふれあいサロン 東和苑町内会 毎週月曜日 10:00～12:00 東和苑集会所「赤心館」

29 喫茶店風サロン長者会 長者ヶ原老人クラブ 毎週金曜日 9:30～12:00 長者ヶ原集会所

30 喫茶店風サロン「健康＆安心サロンin地方」 福山市津之郷学区地方老人クラブ 毎週木曜日 9:00～11:00 地方（じかた）クラブ

31 本谷サロン 本谷サロン 毎週火曜日 10:00～12:00 本谷会館

32 和（なごみ） 津之郷学区地域ボランティアの会 毎週月曜日 10:30～12:30 和光会館

33 喫茶店風サロン「健康＆安心サロンin小森」 福山市津之郷学区小森老人クラブ 毎週火曜日 9:30～11:30 小森クラブ（集会所）

34 喫茶店風サロン「お座敷サロン」 福山市津之郷学区谷尻老人クラブ 毎週火曜日 9:30～11:30 谷尻会館（クラブ）

35 喫茶店風サロン「健康＆親睦サロン ＤＥ 夕倉」　 福山市津之郷学区夕倉老人クラブ 毎週金曜日 9:30～11:00 夕倉会館（集会所）

36 蔵王 サロン蔵王あそび会 蔵王学区5区「あそび会」 毎週水曜日 10:00～14:00 蔵王町五区西倶楽部

37 培遠ふれあいサロン 培遠町内会 毎週金曜日 13:30～16:00 春日会館

38 喫茶店風サロン「ひまわり」 春日池老人クラブ 毎週木曜日 10:00～11:30 春日池集会所

39 喫茶店風サロン「高屋きずなカフェ」 高屋町内会 毎週月曜日 14:00～16:00 高屋町内会館

40 いきいき健康体操サロン 南吉田悠々クラブ（老人クラブ） 毎週水曜日 10:00～12:00 南吉田集会所

41 旭丘 ほっと旭丘 緑陽台福祉会 毎週水曜日 9:30～14:00 緑陽台町内会館

42 ローズガーデン はっぴぃ鞆 毎週火曜日 9:00～11:30 個人宅

43 喫茶店風サロン「はままち」 石井浜町内会 毎週火曜日 10:00～12:00 石井浜町内会館

44 鞆の浦塾サロン 鞆の浦塾実行委員会 毎週木曜日 10:00～12:00 鞆公民館

45 より道 「喫茶店風サロン」より道 毎週月曜日 13:30～15:30 個人宅

46 走島 喫茶店風サロン「島カフェ」 走島学区の福祉を高める会 毎週水曜日 10:00～12:00 旧ふれあいプラザ

47 高島 喫茶店風サロン「ほほえみ」 ボランティアほほえみ 毎週月曜日 10:00～11:30 田尻町太浜会館

48 ふれあい喫茶「どい」 土井福祉会 毎週火曜日 13:30～15:30 土井クラブ

49 喫茶店風サロン・宝友 水呑学区　宝福祉会 毎週火曜日 10:00～11:30 宝自治会集会所

50 喫茶店風サロン・千鳥 水呑学区　浜福祉会 毎週火曜日 10:00～12:00 浜集会所

51 喫茶店風ふれあいサロン「さつきカフェ」 水呑向丘南福祉会 毎週水曜日 10:00～12:00 個人宅

52 宮迫カフェ「ひまわり」 宮迫福祉会 毎週水曜日 10:00～12:00 宮迫会館

53 喫茶店風サロン「えがお西」 水呑西福祉会 毎週木曜日 9:30～12:00 水呑西町内会館

54 喫茶店風サロン・中村 水呑学区中村福祉会 毎週木曜日 9:30～11:00 中村集会所

55 喫茶店風サロンかじや 鍛冶屋福祉会 毎週金曜日 10:00～11:30 鍛冶屋町内会館

56 おいで喫茶交流館 水呑学区福祉を高める会 毎週土曜日 9:30～11:30 水呑交流館（実習室）

57 すみれサロン会 竹ヶ端福祉を高める会 毎週水曜日 10:00～12:00 竹ケ端集会所

58 内浦 内浦サロン 百まで元気で生きる会 毎週金曜日 10:30～12:00 内浦多目的集会所

59 山南 ふれあいカフェさんな ふれあいカフェさんな運営委員会 毎週水曜日 10:00～12:00 山南公民館

60 東村 かかしの里 サロンひだまり 東村学区の福祉を高める会 毎週土曜日 13:30～15:30 生寿園デイサービスセンター

61 今津 喫茶店風サロン「おさば縁側カフェ」 今津学区長波福祉会 毎週火曜日 10:00～12:00 長波会館

62 ふれあい喫茶「まつぽっくり茶屋」 松永学区自治会連合会 毎週土曜日 13:30～15:30 福山市松永はきもの資料館内

63 喫茶店風サロン「浜っこ カフェ」 徳島自治会 毎週水曜日 13:30～15:30 徳島町内会館

64 サロンひだまり 友愛老人クラブ 毎週火曜日 9:30～11:30 南松永町集会所

65 バリアフリーハウスひな菊 バリアフリーハウスひな菊 毎週金曜日 13:30～15:30 個人宅

66 やないづ まちカフェ 柳津生活学校 毎週土曜日 10:00～13:00 柳津公民館

67 いきいきカフェ 柳津学区の福祉を高める会 毎週火曜日 10:00～12:00 柳津公民館

68 サロン・やくし サロン・やくし 毎週金曜日 10:00～11:10 藤江町 瀬丸 薬師堂

69 サロン笑話 藤江町三番組自治会 毎週木曜日 13:30～16:00 三番組集会所

70 金江 ちかい 近居ボランティアの会 毎週水曜日 10:00～12:00 近居俱楽部

71 駅家 サロン「はなみずき」 サロン「はなみずき」 毎週金曜日 10:00～12:00 万下会館

72 駅家西 「ばら」 弥生ケ丘プラチナくらぶ 毎週水曜日 10:00～12:00 弥生ケ丘老人集会所

73 服部 永谷下喫茶 永谷下喫茶 毎週金曜日 10:00～12:00 服部永谷下老人集会所

74 月曜日サロン 新市２２福祉会 毎週月曜日 13:30～16:00 ひだまりの家

75 金曜日サロン 新市9－1亀寿福祉会 毎週金曜日 10:00～11:30 古市老人集会所亀寿会館

76 ９－２水曜サロン 新市９－２亀寿福祉会 毎週水曜日 10:00～12:00 古市老人集会所・亀寿会館

77 山野 おやまの かふぇ 山野町福祉を高める会 毎週水曜日 9:30～11:30 （旧）キラリやまの

78 グリーンカフェ川西 徳田三番組福祉会 毎週金曜日 13:30～15:30 徳田川西老人集会所

79 友遊喫茶 本湯野喫茶 毎週金曜日 13:30～15:00 本湯野公民館

80 みんなの家ぽかぽか 福山医療生活協同組合神辺支部 毎週月曜日 13:30～15:00 神辺健康センター

81 中条 ひだまりサロン 中条学区三谷福祉会 毎週火曜日 13:30～16:00 旧三谷保育所

82 後楽亭 神辺学区後町自治会　 毎週水曜日 10:30～12:00 個人宅

83 三日市上 喫茶店風サロン「集い」 神辺学区三日市上福祉会 毎週土曜日 13:30～16:00 三日市上集会所

84 サロン・SAKURA 帰南自治会・老人クラブ 毎週火曜日 9:30～11:30 帰南老人集会所

85 くすの木会 くすの木会 毎週水曜日 13:30～15:30 七日市上集会所

86 喫茶店風サロン コウヨウ 丁２自治会（イキイキクラブ体操と健康） 毎週月曜日 9:30～11:30 丁２黄葉会館

87 おしゃべり会 もりい おしゃべり会 もりい 毎週水曜日 13:00～15:00 元 もりい化粧品店

88 御野 喫茶店風サロン「ゆうゆうサロン」 福山市御野学区旭町内会老人クラブ「ゆうゆうサロン」 毎週金曜日 9:00～12:00 神辺東コミュニティセンター等
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