
令和４年度ふれあいサロン事業実施計画（令和４年８月現在）　※予定が変更になることがあります

神屋町２丁目サロンひまわり 神屋町二丁目集会所 第1日曜
神屋町３丁目ふれあいサロン 神屋町三丁目集会所 第3日曜
睦町ふれあいサロン 睦町集会所 第2日曜
京口町ふれあいサロン 京口町自治会館 第2日曜
清水ふれあい喫茶 京口団地集会所（憩の家） 第2土曜
ひがしふれあいサロン-Ａ ひがし交流センター（旧東幼稚園） 第1・3・5水曜
ひがしふれあいサロン-Ｂ 県営日出住宅コミュニティプラザ 第3日曜・第4土曜

3 城巽 たつみサロン 城巽公民館（第三会議室） 毎週火曜
4 城南 城南ふれあいサロン 城南公民館 第2土曜
5 船場 ふれあいサロン船場 船場公民館 第4土曜（７月から）
7 野里 悠々喫茶 野里ひろば（旧野里幼稚園） 第1・3金曜
8 城北 ふれあいサロン 城北ふれあいの館（旧城北幼稚園） 第2火曜
9 城乾 らくらくサロン 城乾公民館 第4土曜

ふれあいサロン広嶺1 北平野公民館 原則第1水曜
ふれあいサロン広嶺2 広峰公民館 原則第1水曜
水上ふれあいサロン花北 花北公民館２階展示室 第1金曜
水上ふれあいサロン城見台 城見台3・4丁目集会場 毎週水曜又は木曜
白国サロン 白国公会堂 第3木曜、第4月曜　他１回
花北ふれあいサロン 野里マンション集会所 第3金曜
白国南之町ふれあいサロン 増位公民館 第2水曜
おしゃべりサロン横関 横関公民館 6/26,10/29,3/5
おしゃべりサロン前山 前山公民館 5/1,9/1,12/1,
おしゃべりサロン四軒屋 四軒屋公民館 7/23,9/17,1/21,
おしゃべりサロン御立 サンライフ御立 6/12,9/25,3/19
おしゃべりサロン田寺 田寺公民館 6/11,9/24,3/4
ふれあい喫茶 御立北山公民館 未定
ふれあい喫茶 御立台公民館 未定
ふれあい喫茶 御立大池台公民館 未定
ふれあい喫茶 御立山田公民館 未定
ふれあい喫茶 田寺東集会所 未定
ふれあい喫茶 田寺山手町自治会館 未定
ふれあい喫茶 辻井集会所 未定
高岡ふれあいサロン 高岡公民館 第4日曜
山吹ふれあいサロン 山吹公民館 第３水曜
西今宿ふれあいサロン 西今宿公民館 第２日曜
西今宿6丁目ふれあいサロン 西今宿6丁目自治会集会所 第4木曜
上手野ふれあいサロン 上手野公民館 第3木曜
ふれあいサロン下手野 下手野公民館 第3水曜

17 荒川 仲よしサロン 町坪公民館 第1日曜
手柄桜ふれあいサロン 手柄公民館 最終日曜
善助ふれあいサロン 栗山町公民館 第4土曜
亀山御坊楽市楽座ふれあいサロン 亀山本徳寺茶所 第4日曜
庄田ふれあい喫茶 庄田総合センター 第３日曜
城陽ふれあい喫茶 城陽公民館 第4金曜
甲阿保ふれあいサロン 甲阿保集会所 第3木曜
ふれあい喫茶南条 南条会館 第2金曜
北条ふれあいサロン 北条会館 第4火曜
乙阿保ふれあい喫茶 乙阿保集会所 毎月21日

20 曽左 曽左ふれあいサロン 曽左公民館 第3日曜
21 白鳥 ふれあいサロン白鳥 白鳥公民館 第2日曜
22 青山 オレンジカフェあおやま 青山ふれあい交流広場 第4水曜

ふれあいサロンあいあい 六角公民館 第2木曜
白鳥台ふれあい喫茶 白鳥台集会所 第2火曜

おおいちふれあい喫茶 太市公民館
第1土曜

相野ほっこり会 相野公民館 第1土曜
ふれあい喫茶六九谷 六九谷公会堂 奇数月第1土曜
林田ふれあい喫茶 林田・伊勢交流広場 偶数月第4日曜
下伊勢ふれあい喫茶 下伊勢公民館 第3金曜
鹿古ふれあい喫茶 鹿古自治会館 第2水曜
Caféくろいし 黒石自治会館 第1日曜
堀川ふれあい喫茶 堀川町総合センター 第3火曜
中垣内　なかよし 中垣内自治会館 第1土曜
下垣内ふれあい喫茶 下垣内公民館 第4日曜
渡場ふれあいサロン 渡場自治会館 第２火曜
小瀬ふれあいサロン 小瀬町集会所 第3火曜
都倉町ふれあいサロン 都倉自治会館 第2火曜
清水ふれあいサロン 清水自治会館 第4水曜
御幸ふれあいサロン 御幸公民館 第1月曜
中島ふれあいサロン 中島自治会館憩いの家 第4火曜
北細江ふれあいサロン 北細江公民館 第2金曜
ふれあい喫茶みや 宮公民館 第4水曜
ふれあい喫茶みなみ 南細江公民館 第4水曜
ふれあい喫茶なか 中細江公民館 第3月曜

構ふれあいサロン 構公民館
概ね第1木曜(5,11,12,1月は第２木曜、10
月は第3木曜)

加茂ふれあいサロン 加茂公民館 5/9,7/4,9/5,11/7,1/16,3/6
30 英賀保 オレンジカフェあがほ 校区内公民館 未定

“わわわ”ふれあい喫茶 高浜町第一自治会公民館 第3土曜
わらい（和来）カフェ 高浜町第二集会所 第2土曜
大津ふれあいサロン 大津公民館 第3金曜
平松サロン 平松公民館 第3火曜

1 城東

2 東

10 広峰

11 水上

12 増位

13 安室

14 安室東

15 高岡

16 高岡西

18 手柄

19 城陽

23 峰相

24 太市

25 林田

26 高浜

27 飾磨橋東

28 飾磨橋西

29 津田

32 広畑第二

34 大津



恵美酒町ふれあいサロン 恵美酒町公民館 第2火曜
南大津公民館ふれあい喫茶 南大津公民館 第３木曜
サロン西天神 西天神公民館 第2木曜

37 網干 あぼしふれあい茶舎 網干公民館 第3金曜
38 網干西 網干西ふれあい喫茶 網干西公民館 第3金曜

いきいきサロン坂上 旭陽集会所 原則毎週火曜
いきいきサロン坂出 坂出公民館 原則毎週火曜
ふれあいサロン高田 高田公民館、みんなの家 第3火曜または第4火曜
ふれあいサロン宮内 宮内公民館 第1・3月曜
もぐもぐひろば 網干駅前公民館 第2金曜、第3月曜
池の川サロン 下余部公民館 第１木曜

余部 ひまわりサロン 上川原公民館 第１木曜
カーネーションサロン 余部団地公民館 第３木曜
ふれあいサロンめが 妻鹿公民館 第3水曜
ふれあい喫茶にじ グループホームめが 第3土曜

43 白浜 ふれあいサロン白浜 白浜公民館 第4土曜（第4土曜以外は不定期）
44 八木 ふれあいサロン八木 いやさか地域交流スペース　ざくろ 第3又は第4日曜（詳細は計画書）
45 糸引 糸引ふれあい喫茶 糸引公民館 第3土曜
46 的形 北山河ふれあいサロン 北山河公民館 第3土曜

ふれあい喫茶 花田公民館 第2土曜
高木ふれあいサロン 高木公民館 毎週土曜・日曜
上原田ふれあいサロン 上原田公民館 第1・2・3月曜
北宿憩いの家 北宿憩いの家（北宿公民館） 第2日曜
別所西ふれあいサロン 別所西公民館 第3土曜
佐土憩いの日 佐土公民館 第3土曜（6，12月除く）
別所東ふれあいサロン（憩の家） 別所東公民館 第3日曜（8月は第4日曜）
小林憩いの家 小林公民館 第3日曜
しあわせ会御国野 御国野公民館他 第2土曜
深志野イキイキサロン 深志野中央公民館 第3水曜
西御着ふれあい会 西御着総合センター 第2水曜
国分寺ドキドキサロン 国分寺公民館 第4日曜
御着ふれあいサロン 御着公会堂 第4金曜
御着県住ミニカフェー 御着県住コミュニティプラザ 第3土曜
山脇ふれあい喫茶 瑞岩院（本堂） 第3日曜
ふれあいサロン見野の郷 見野の郷交流館 最終木曜
東阿保ふれあいカフェ 東阿保公民館 第2土曜
山脇いきいき倶楽部 瑞岩院（憩の家） 概ね第1日曜
ふれあい山崎喫茶 山崎集会所　山崎グランド 第1月曜
山崎わいわいカフェ 山崎集会所  奇数月第2土曜偶数月第2日曜
谷内ふれあいサロン 谷内公民館 第1火曜（1月,8月は第5火曜も実施）
さろおふれあいサロン 佐良和老人憩いの家 毎月1日、15日
ふれあいサロン 谷外公民館 第3日曜
庄ふれあいサロン 庄公民館 第2木曜、第3土曜
ふれあいサロン仁豊野 仁豊野公会堂 5月、9月、1月
上砥堀ふれあいサロン 上砥堀公民館 第2土曜（１月以外）
砥堀一区ふれあいサロン 砥堀一区公民館 6月、10月、2月
砥堀二区桃花ふれあい喫茶 砥堀桃花交流館 第3日曜
健康カフェ東砥堀 砥堀東団地集会所 毎月水曜（第2水曜を除く）
ふれあい喫茶”絆” 豊富公民館（第3会議室） 第4火曜(令和４年度休止)
ふれあい喫茶いわや 岩屋公民館 第4水曜
ふれあい喫茶合掌 重国老人集いの家（阿弥陀堂） 第3日曜
ほのぼのお茶会 サバ―ビア豊富集会所 第4月曜
ふれあい喫茶顔世御前の里 酒井公会堂 第3土曜
ふれあい喫茶憩い 太尾老人憩いの家 第1日曜
おしゃべりサロン”和” 豊富台集会所 第3水曜
いきいきふれあい喫茶　砂川 砂川公会堂 第3木曜
みんなで歌おう歌声広場　甲丘 甲丘3・4丁目公民館 第4土曜
ふれあい山田サロン 東多田公民館 第2月曜
西多田にこにこサロン 西多田野田集会所 第1日曜
北山田サロン 北山田公民館 第4月曜
西山田ふれあいサロン（サロン憩） 西山田公会堂 第2月曜
いきいきサロン牧野 牧野公民館 第1月曜
船津ふれあいサロン 瑞岡集会所 第1日曜
ふれあい喫茶つどい 上野公民館　つどいの館 第2日曜
御立ふれあいサロンなごみ 御立公民館 第4日曜

58 宮 ふれあい喫茶みや 宮区民会館 第4水曜
59 真浦 ふれあい喫茶まうら 真浦区民総合センター 第4火曜
60 坊勢 ふれあい喫茶ぼうぜ 坊勢老人の家 第3金曜

中村ふれあい喫茶 中村公民館 第3月曜
新畑ふれあいの会 新畑公民館 第1日曜
置本ふれあい喫茶 置本東公民館 第1日曜
又坂ふれあい喫茶 又坂公民館 第2木曜
町村ふれあい喫茶 町村公民館 第2日曜
玉田ふれあい喫茶 玉田公民館 第2木曜
荒神山なでしこ会 荒神山公民館 第3日曜
糸田ふれあいサロン 糸田公民館 第1土曜
古知之庄ふれあい茶話会 古知之庄公民館 第3日曜
高長ふれあいサロン 高長公民館 第3日曜
塩田ふれあいサロン 塩田公民館 第3日曜

35 南大津

39 旭陽

42 妻鹿

48 花田

41

49 別所

50 御国野

51 四郷

52 谷内

53 谷外

54 砥堀

55 豊富

56 山田

57 船津

61 置塩

62 古知



ふれあいサロン岡 岡公民館 第4月曜
ふれあいサロン三枝草 三枝草サンホール 第3日曜
ふれあいサロン中島 立延集会所 第1日曜
ふれあいサロン新庄 新庄西公民館 第2土曜
ふれあいサロン神種 神種公民館 第1日曜
本條ふれあいサロン 本條公民館 6/19，9/4，12/4
ふれあいサロン松之本 松之本公民館 6/18，11/19
ふれあいサロン豊岡 豊岡総合センター（教育集会所） 6月1日
ふれあいサロンみどり丘 みどり丘公民館 9月18日
菅生ふれあい喫茶 ＪＡ菅野南支店 第2・4金曜
チェリーふれあい喫茶 チェリーランド自治会館 第1金曜・第3日曜
大坪ふれあい喫茶 大坪公民館 第2日曜
宗安ふれあい喫茶 護持宗安公会堂 第1、第3月曜
バーズタウンふれあい喫茶 バーズタウン公民館 第3土曜
奥護持ふれあい喫茶 奥護持集会所 第3日曜
ふれあい喫茶なかむら 中村公民館 第1日曜
古瀬畑ふれあい喫茶 古瀬畑公民館 第2、第4火曜
上菅ふれあい喫茶 上菅公民館 第3木曜
戸倉ふれあい喫茶 戸倉公民館 第1日曜
ふれあい喫茶あざみ 莇野公民館 第4日曜
馬谷お茶会 馬谷公民館 第2・第4日曜
河内きまぐれ喫茶 河内タクミプラザ 第2日曜
ふれあい喫茶のばたけ 野畑公民館 第3日曜
ふれあい喫茶みぞぐち 溝口公民館 第2月曜
ふれあい喫茶「なかでら」 中寺公民館 第2日曜
香呂ふれあい喫茶（ふれあいサロン倶楽部） ムーミンハウス（県民交流会館） 第3木曜
広瀬北ふれあい喫茶 広瀬北公民館 第2木曜
中仁野ふれあい喫茶の会 中仁野公民館 第4木曜
口須加院ふれあいサロン 口須加院集会所 第1月曜（8月は2回）
にこにこサロン香呂南 須加院公会堂 第1日曜
ふれあい喫茶東茶屋 安志自治会館大手 第3日曜（8月休み）
ふれあい喫茶「みなみ」 安志自治会館大手 第4土曜
北の台ふれあい喫茶 北の台集会所（北の台自治会） 第1日曜（1.5.8月休み）
ふれあい喫茶くさり 菅谷公民館（名坂自治会） 未定
ほっとサロンみつもり みはたの荘（三森自治会） 第2日曜（偶数月）
ほっとサロンうすずく うすずく公民館（三森自治会） 第3日曜
長野ふれあい喫茶 長野ふれあいセンター（長野自治会） 第2日曜(8.1.2月は休み）
喫茶ボランティア六角茶屋 塩野公民館 第2金曜
喫茶ボランティア天神茶屋 植木野公民館（植木野自治会） 第1土曜
三坂ふれあい喫茶 三坂教育集会所 第1月曜（6・9・11・12・2月）
ふれあい喫茶さくら 瀬川集会所（瀬川自治会） 第1日曜（7月、9月、11月、2月）
狭戸ふれあいミニ喫茶 狭戸公民館（狭戸自治会） 第1または第2日曜
ふれあい喫茶かまくら 杤原公民館（杤原自治会） 第2土曜
ふれあい喫茶すえひろ センター末広（末広自治会） 第1日曜

63 前之庄

65 菅生

66 上菅

67 莇野

71 安富

68 中寺

69 香呂

70 香呂南


