
№ サロン名 地区名 町内名 曜日
1 四丁河原下区福寿会 四丁河原下 第１・３日曜日
2 フローラサロン 林町 ①第１日曜日、②第３日曜日
3 さくらんぼ 滝戸 第２木曜日
4 よりみち 旭町 第２金曜日
5 ときめき 東比奈町３ 第１・３金曜日
6 ことぶき 西比奈町２ 毎月２５日
7 なかよし 富士岡渋脇町 第２金曜日
8 東河原サロン 富士岡町１ 第２・４日曜日
9 本花守サロン 富士岡本花守町 第２土曜日
10 いどばたサロン 東比奈町１ 第２・４水曜日
11 サロン中比奈 中比奈１・２・３ 第３日曜日
12 太陽 陽光台西・南 第４日曜日
13 いきいきサロンこでまり 桑崎町 第４火曜日
14 ふれあいいきいきサロンサンシャイン 鵜無ヶ淵町２ 第２火曜日
15 いきいきサロンＭＡＫＡＤＯ 間門町 第３木曜日
16 サロンなにわ 昭和通り 第１・第３木曜日
17 さえずり会 東本通１・２ 第１・３水曜日
18 いきいきサロンたけのこ 南町 第１・２・３水曜日
19 サロン西仲 西仲町 第３日曜日
20 サロンエンゼル エンゼル町 毎月１１日
21 永田町いきいきサロン 永田町 第１・３金曜日
22 ふれあいサロン吉原 吉原本町３ 第２木曜日
23 おれんじサロン 西本通り 第４水曜日
24 万年青 傘木① 第３土曜日
25 すみれ会 傘木② 第２金曜日
26 厚原東一丁目ひだまり 厚原東１ 第２日曜日
27 おひさまサロン 厚原東３ 第２水曜日
28 おひさまのたね 厚原北２ 第２日曜日
29 ふれあいいきいきサロン松風 鈴川町３ 第２土曜日
30 浜ゆう 鈴川浜町中通り 第３水曜日
31 ふれあい・いきいきサロンすずめ 鈴川本町 第３土曜日、最終木曜日
32 サロン赤いばら 鈴川町４ 第３土曜日
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№ サロン名 地区名 町内名 曜日
33 むつみ会 原田中島町２ 第４日曜日
34 みつ葉会 三ツ沢町1・2・3 毎月１５日
35 コスモス 宇東川町1・2・3 第２土曜日
36 居場所りんりん 西滝川町 第２・４木曜日、第１・３土曜日
37 がくあじさい 石坂町１ 第３火曜日
38 二子サロン 三ッ倉南町 第４月曜日
39 さくら 広見町３ 第１土曜日
40 サロンみはら 美原町 第２水曜日
41 ふれあい・いきいきサロン８丁目 広見町８ 第２日曜日
42 サロン久保町 久保町 旧暦の１２日に実施
43 サロンやまびこ 広見町６ 第４月曜日
44 サロンいしざか 石坂町３ 第１水曜日
45 石坂４丁目秋櫻会 石坂町４ 第２金曜日・末日
46 桜ヶ丘ふれあい・いきいきサロン 桜ヶ丘 第２土曜日
47 サロンまちかど 広見町２ 第２水曜日、第３金曜日(13:30～15:00)、第４木曜日
48 サロン若松２ 若松町２ 第２木曜日
49 広見町９丁目いきいきサロン 広見町９ 第２日曜日
50 石坂２丁目いきいきサロン 石坂町２ 第２月曜日
51 百合ヶ丘サロン 百合ヶ丘 第４木曜日
52 広見１丁目いきいきサロン 広見町１ 第２日曜日
53 広見７あいあいサロン 広見町７ 第２木曜日
54 広見４県営吉原団地サロン 広見 第４土曜日
55 いきいきサロンひだまり 駿河台３ 毎週水曜日
56 ふじさくら 吹上 第２木曜日
57 サロンすこやか 吉原緑ヶ丘 第１･３水曜日
58 サロン　わだ 和田町１．２ 第３日曜日
59 地縁の会 依田橋 第１木曜日
60 ハーモニカでイキイキサロン 上和田 第２・４火曜日
61 駿河台１丁目癒しのサロン 駿河台１ 第２・４火曜日
62 一の宮３丁目サロンふれあい 一の宮３ 第２日曜日
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№ サロン名 地区名 町内名 曜日
63 お～きたかい 大北町 毎月１０日
64 富士松野サロンぬくもりの会 富士松野 第２土曜日（奇数月11:00～14:00）
65 おぐるまの里サロン 中野台 第３水曜日又は第３日曜日
66 いきいきサロン美鈴 南松野１ 第４火曜日
67 くすの木サロン 神戸 神戸２ 毎月５日
68 たんぽぽ 中里八幡町 第２日曜日
69 円 増川町３ 第２火曜日
70 サロン三楽 中里町３ 毎月１５日
71 水仙 江尾町１ 第４木曜日
72 あじさい 江尾町２ 第２月曜日
73 ふれあいサロン　やよい 神谷町２・３ 毎月１０日
74 花みずき 川尻町２ 毎月１５日
75 もくせい 増川町２ 第２木曜日
76 ひいらぎ会 中里町２ 第３土曜日
77 花しょうぶ 中里町４ 毎月１０日
78 サロンはなもも 川尻１ 毎月１日
79 サロンあおば 西木の宮町 第２火曜日
80 やまぼうし 荻の原 第２水曜日
81 ふれあいいきいきサロンわかまつ 若松町３ 第２月曜日
82 カサブランカ 若松町１① 第３木曜日
83 かとれあ 若松町１② 第４水曜日
84 茶の木サロン 茶の木平 第３木曜日
85 みなみかぜ 青葉台南 第２火曜日
86 サロン城山 城山町 第４水曜日
87 すずらん 落合町 第３水曜日
88 ふれあいサロン小坂 八王子町１ 女子第１土曜日、男子第２土曜日(14:00～17:00）
89 サロンひまわり 中野町２ 毎月１日
90 サロン片倉 片倉町 第２日曜日、第２・４木曜日
91 サロン富士本中町 富士本中町 第３火曜日
92 サロン富士本西町 富士本西町 第３火曜日
93 サロンソビナ 八王子本町 最終火曜日
94 ふれあいカフェ三ツ倉 三ツ倉 第４日曜日
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№ サロン名 地区名 町内名 曜日
95 みどりの会 厚原西 第３火曜日
96 久沢西区まつぼっくり 久沢西(その他) 第４水曜日
97 すみれ 入山瀬久保 第４火曜日
98 藤の会 入山瀬天王町 第４土曜日
99 チューリップ 入山瀬西 第２火曜日
100 本町３区いきいきサロンあやめ 鷹岡本町３ 第３水曜日
101 サロンまつかぜ 久沢西(県営) 第２・４日曜日
102 久沢東区サロン曽我の里 久沢東 第３金曜日
103 グラウンドサロン北 久沢北 第２火曜日
104 そばの花 天間南 第２木曜日
105 やまぶき 天間東 第２火曜日
106 川坂・ひまわり 天間川坂 第４火曜日（１２月は第３火曜日）
107 田代ひだまり会 天間田代 第３水曜日
108 北１サロンすみれ 天間北１ 第３火曜日
109 楽・楽 宮の上 第１木曜日
110 いきいきサロン糸ぐるま 宮川町 第２金曜日
111 つぶやき 伝法町１ 第２火曜日
112 いきいきサロン笑顔 伝法町２ 第４火曜日
113 ふれあいいきいきサロン野ばら 千代田町 第３月曜日
114 はないちもんめ 東宮島 第１木曜日
115 松籟 鮫島 第２日曜日
116 なごみ 宮島新田 第２金曜日
117 江川・すずかぜ 江川 第３月曜日
118 スロートレーニングの会 中丸 毎週火曜日
119 パピヨン 水戸島上南 第４水曜日
120 お楽しみサロン 四丁河原南 第１・３木曜日
121 サロン南町 水戸島南 毎月１日
122 サロンみとじま 水戸島下 毎月１０日
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№ サロン名 地区名 町内名 曜日
123 サロンゆりの会 藤間 第３土曜日
124 ふれあい・いきいきサロン蓼さん会 蓼原３ 第３月曜日
125 サロンくにひさ 国久 第４木曜日
126 百ちどりの会 富士本町 毎週金曜日
127 いきいきサロンふじすみれ 富士町 第４月曜日
128 いきいきサロン水戸島上 水戸島上 第１月曜日
129 ふれあい・いきいきサロンりぼん 銀座町 第２木曜日
130 富士見台１丁目おしゃべりサロン 富士見台１ 毎週木曜日
131 南のエルモ 富士見台２南 第１・３木曜日
132 さわやかくらぶ 富士見台７ 第１水曜日
133 ふれあいサロンわかば 富士見台３ 第１月曜日
134 たんぽぽクラブ 富士見台５ 第４金曜日
135 ６丁目ふれあいサロン 富士見台６ 第２水曜日
136 富士見台４丁目東サロン 富士見台４東 第３木曜日
137 岩淵旭町おしゃべりサロン 岩淵旭町 第３土曜日
138 サロンあずま 東町１ 第３土曜日
139 岩淵吉津区 吉津 第３土曜日
140 岩淵上町ふれあいサロン 岩淵上町 いずれかの日曜日
141 相生町ふれあいサロン 相生町 第２木曜日
142 坂下区おしゃべりサロン 坂下 いずれかの土、日曜日
143 舟山町区おしゃべりサロン 舟山町 第４木曜日
144 大楽窪サロン会 大楽窪 第２日曜日
145 本通りサロン会 中之郷本通3・4 第３水曜日
146 サロン鮎 東町２ 第４木曜日
147 健康元気クラブ 新町本町 第４月曜日
148 さわやかサロン四十九 四十九 第４火曜日

富士駅北（第１区長会）

富士駅北（第２区長会）

富士見台

富士川



№ サロン名 地区名 町内名 曜日
149 おこのみ会 千鳥町 第１・３土曜日
150 いきいき日の出サロン 上五貫島 第２土曜日
151 浜添サロン 浜添 月末土曜日
152 自由が丘サロンすみれ 自由ヶ丘 第４木曜日
153 森島サロン和楽日会 森島 第１木曜日
154 靖国スミレ会 靖国 第１・２・３土曜日
155 西宮島いきいきサロン 西宮島 第４火曜日
156 ひなたぼっこ 三四軒屋 第３日曜日
157 いきいきサロンわが家 中島新道町 第１・２・３月曜日
158 繭 青葉町 第１・３月曜日
159 サロンなかじま 富士中島下 第２木曜日
160 あさま 浅間町 第２・４日曜日
161 サロン・梨の花 松本② 第２月曜日
162 サロンはるやま 浮島町３ 第２火曜日
163 うきしま 浮島町２ 第３木曜日
164 浮島１丁目２人３脚サロン 浮島町１ 第３金曜日
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