
名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 内　容 参加費

緑区内たまり場一覧緑区内たまり場一覧
たまり場（ふれあい・いきいきサロン）に関するお問い合わせは、緑区社会福祉協議会まで
ご連絡ください。
※一覧の表記は令和元年 10月現在の内容です。現在、内容の一部が変更されているものもありますので予めご了解ください。

	 ＜共生型サロン＞　　対象：子どもから高齢者までどなたでも

1 ふれあいサロン
白山 鳴海 北荘ハウス

（鳴海町白山2）
毎月第1・3土曜
10:00～15:00

コーラス・写経・おしゃべり会・
暮らし問題学習等

原 則 無 料（ 催しにより
100～200円）

2 おたがいさま
サロン池上台 旭出 池上台ハウス

（池上台3－110－24） 月8回程度

・テーマに基づいたおしゃべり（健康・医療・ 
 福祉等）と抹茶喫茶
・マージャン
・料理教室
・朗読の会（大人）
・絵本の読み聞かせ（子どもと親）

100～500円

― いきいきサロン
滝ノ水 滝ノ水 個人宅 ①毎週月曜13:00～15:00

②第2金曜 10:00～15:00
新聞ちぎり絵、手芸、洋裁、お茶、
おしゃべり、食事等 300～500円

3 サロンさたろう 片平 かたひらかたろう
（鳴海町字鉾ノ木17－2）

第2土曜
10:00～12:00

・お茶を飲みながらおしゃべり
・マージャン、将棋、ボードゲームなど世代
 間で交流

100円

4 サロン片平 片平 片平学区集会所
毎週水曜10:00～15:00
※第5週、祭日、夏・冬休み
   あり　入退場自由

体操、ゲーム、季節行事、脳トレ、歌唱、
習字、保健師さんの健康教室他

100円
材料費実費負担

5 サンドや 片平 北浦公会堂
（鳴海町光正寺29）

第３土曜
11:00～14:00

手作りの食事の提供、
みんなで楽しめるイベントなど

200円
材料費実費負担

5 北浦交流サロン 片平 北浦公会堂
（鳴海町光正寺29）

①第1・3月曜13:00～16:00
②第2・4月曜13:00～15:00
③年4回

①健康麻雀、情報交換等
②カラオケ、情報交換等
③健康ミニセミナー

①②100円
③無料
(入会時1,000円)

6
7
8

浦里ふれあい・
いきいきサロン心 浦里

浦里コミセン（浦里1丁目67）
浦里小グランド
南浦里荘集会所（浦里4丁目）

第2・4土曜13:00～17:00
第2・4日曜13:00～16:00

グランドゴルフ、室内ゲーム、カラオケ、
おしゃべり、その他 200円

9 緑学区囲碁・
将棋広場 緑 緑コミセン

（鳴海町字前之輪106）
第4日曜
9:00～12:00 囲碁、将棋、おしゃべり等の交流 なし

10 漆山サロン 平子 漆山集会所
（漆山公園前）

第3日曜
9：00～11：00

モーニングカフェ、お茶をしながらおしゃべ
り、時々イベント

200円
（パン、ゆで卵、飲み物）

11 常安
ふれあいサロン 常安 常安コミセン

（乗鞍3－12）
月2回 第2・4月曜
10:00～12:00

テレビ体操、おしゃべり、お茶、ゲーム、保健
センターより講師の先生を派遣していただ
き勉強、手芸、コミセン祭り参加など

100円

11 サロンじょうあん 常安 常安コミセン
（乗鞍3－12）

第1日曜
10:00～12:00 お茶、おしゃべり、アトラクション等 100円

12 健康マージャン 大清水 大清水コミセン
（砂田2－801）

第1・2・4水曜
12:00～16:00 マージャン（脳トレ、親睦） 200円

13 徳重なごやか
サロン 徳重 徳重コミセン

（徳重2－401）
第1・3日曜
9:30～11:30

お茶を飲みながらのおしゃべり、健康体操、
講演会、手品、歌声喫茶 100円

14 たまり場「神の倉」 神の倉 神の倉コミセン
(神の倉4－199）

第3木曜
10:00～14:00 お茶、おしゃべり等 300円

15 細根公園
オアシスサロン 東丘 細根公園広場

（鳴海町細根）
月2回 第2日曜/第4土曜
9:30～12:00

おしゃべり・お茶会、里山（細根公園）の保全
と史跡の学習、ヒメボタル鑑賞等のイベント なし

16 絵手紙の会 東丘 東丘コミセン
（鳴海町字有松裏200）

第1月曜
午後 絵手紙 月/1,000円

17 大将ヶ根
ざわざわ森クラブ 太子 大将ヶ根地内の市民

緑地（大将ヶ根緑地）
第1日曜
10:00～13:00 里山の緑地の保全と自然環境を学ぶ活動 150円

（小学生以下無料）

18 カフェ戸笠 戸笠 戸笠コミセン
（相川3－101）

第2・4水曜
13:30～15:00 友達との交流 なし

(おやつあり)

＜高齢者サロン＞　　対象：高齢者の方

名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 内　容 参加費

1 シルバーサロン 鳴海 鳴海コミセン
（鳴海町字城22－1）

第2火曜
13:00～15:30 ゲーム、体操、体を動かすこと なし

2
ふれあい・いきい
きサロン

（相原学区）
相原 相原郷公会堂

（相原郷1－170７）
第1火曜13:30～15:30

（6月のみ10:00～12:00）（1月
のみ第2火曜になる場合あり）

健康体操、お茶を飲みながらのおしゃべり、
保健センター･警察･いきいき支援セン
ター等の話し、芸能ボランティアの鑑賞等

100円

3 手作りサロン 相原 緑福祉会館
（相原郷2－701） 月1～2回 手工芸（折り紙、その他）・おしゃべり 原則無料（材料費実費

負担の場合あり）

3 福祉サロン「にじ」 相原 緑福祉会館
（相原郷2－701）

第1木 曜、第2月 曜、第3水
曜、第4土曜13:30～15:00 小物づくり、脳トレ体操、歌、回想法 なし(小物づくりのみ

100円程度実費負担）

4 作の山友愛会
友愛サロン 旭出 個人宅 毎週金曜

10:00～12:00
お茶を飲みながらおしゃべり、カラオケ、
健康体操など なし

5 旭出クラブ
ふれあいサロン 旭出 旭出コミセン

（鹿山1－54）
第3水曜
14:00～16:00

お茶を飲みながらのおしゃべり、カラオケ、
ストレッチ、ゲーム等 なし

6
32

元気街づくり
企画室

旭出
徳重

東海労働金庫みどり支店
（鹿山2－1－3）
CCNet東名局

（元徳重1－103）
不特定 いろんなお喋り、近場へ食事や温泉、

勉強会等 なし

7 ふれあい・いきい
きサロン「花の会」 滝ノ水 滝ノ水コミセン

（滝ノ水1－1501）
第3日曜
14:00～16:00 交流 200円

8 サロン滝ノ水東 滝ノ水 個人宅 第2日曜
午前 お茶会 なし

9 滝ノ水
ひまわりクラブ 滝ノ水 シティコーポ滝ノ水

集会場
第1・3土曜10:00～12:00
第1・3水曜10:30～12:00 おしゃべり、歌、健康体操など 月/100円

(健康体操は無料）

10 サロン赤塚 片平 片平学区集会所 第2・4金曜
10：00～12：00

おしゃべり、ゲーム、体操、脳トレ、認知症予
防等 なし

11 たまり場
「いっぷく茶屋」 片平 借家

（浦里２丁目197）
毎週火曜
10:00～12:30 おしゃべり 、 時期によりイベントあり 100円

12 おひまちの会 片平 片平ふれあいセンター
（鳴海町天白90）

第2日曜
13:00～16:00 小物づくり、その他 材料費

実費負担

12 金曜サロン 片平 片平ふれあいセンター
（鳴海町天白90）

①第2・4金曜9:30～
②第3水曜 偶数月9:30～
③第2金曜
④奇数月第3金曜

①踊りのサロン「コスモス」
②おしゃべり、カラオケサロン「Y.Y.サロン」
③小物づくりサロン
④カラオケサロン

なし

13 ひだまり
ティータイム 浦里 県営鳴海住宅集会所

（浦里4丁目）
第1月曜
13:30～15:30

おしゃべり・楽器演奏・マジック・カラオケ大
会・保育園の子供達との交流会・映画鑑賞
など

なし

13 サロン
「お茶しま専科」 浦里 県営鳴海住宅集会所

（浦里4丁目）
月2回
第1土曜13:30～16:00
第2水曜  9:30～11:00

おしゃべり・喫茶・折紙・演芸・講演・学習会・
健康体操・ストレッチなど

材料費実費
100円

13 浦里サロン
にぎやか 浦里 県営鳴海住宅集会所

（浦里4丁目）
毎週木曜
10:00～12:00 体操・創作活動・脳活性化・麻雀・将棋・囲碁 材料費実費

月/500円

13 ひまわりサロン 浦里 県営鳴海住宅集会所
（浦里4丁目）

毎週木曜
13:00～15:00

脳活性化のゲーム（かるた、トランプ、
百人一首）、レク、交流等 100円

13 浦里カフェ 浦里 県営鳴海住宅集会所
（浦里4丁目）

第3月曜
9：30～11:00

お茶を飲みながらおしゃべり、簡単な体操
など 100円

13 おりがみサロン
浦里 浦里 県営鳴海住宅集会所

（浦里4丁目）
毎週火曜
13:30～15:30 おりがみ・おしゃべり・健康体操・勉強会 月/100円

13 浦里ふれあい
パソコンサロン 浦里 県営鳴海住宅集会所

（浦里4丁目）
毎週水曜  10:00～11:30
第1・3火曜17:00～18:30

コーヒーを飲みながらおしゃべり、パソコン
の練習、健康体操 100円

14 ふれあい・いきい
きサロン浦里 浦里 市営住宅集会所 第1・3水曜

10:00～15:00
ウォーキング・お茶会・講演会・流しそうめ
んなど なし

15 タンネ会 浦里 浦里公園
（浦里1丁目）

毎週火・水・木・金
6:30～7:30

グランドゴルフ、ウォーキング、ラジオ体
操、おしゃべり なし

16 浦里虹の会
さわやかサロン 浦里 個人宅 第1土曜

13:00～16:30
お茶を飲みながらのおしゃべり、カラオケ、
マージャン（コーラス・合唱） 100円

17 オアシスにしくま
サロン 浦里 第一鳴海西住宅

集会所

①第1・3火曜
13:30～15:30
②月1回
不特定

①おしゃべり&コーヒー、ピンポン
②おしゃべり&お茶、軽運動
※企画

①200円
②原則無料
(企画により材料代実費)

	 ＜共生型サロン＞　　対象：子どもから高齢者までどなたでも
名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 内　容 参加費

19 たまり場なるこ 鳴子 たまり場なるこ　
（鳴子町2－170）

月9～10回
①第2月曜
　11:30～13:30/13:30～16:00
②水曜(月2～3回)日曜(月2回)
　13:30～15:30
③第4月曜 13:30～15:30
④毎週日曜13:00～16:00
⑤第1・3火曜(月2回)13:00～16:00
⑥第3月･木曜 13:00～16:00

①11:30～13:30 お好み焼・たこ焼きなど
   13:30～16:00 卓球
②卓球
③歌声喫茶
④マージャン（中級）/6月ホウ酸団子作り/
　12月お餅つき
⑤マージャン（中級）
⑥マージャン（初級）

①お好み焼・たこ焼きな
ど400円/卓球200円

（お好み焼、卓球セッ
ト500円）

②卓球200円
③歌声喫茶 おやつ・ドリ

ンク付500円（障害者
300円）

④⑤⑥200円

20 土曜サロン鳴子 鳴子 なるこ集会所
（鳴子幼稚園南側）

毎週土曜（最終土曜は休み）
9:30～11:30 おしゃべり等 50円

21 サロン・ド・
カンテッテ 鳴子 第二カンテ集会場

（鳴子町4－2）
第4木曜
10:00～12:00

簡単な体操やその日のテーマごとに
学習や体験、折り紙等様々です。 100円

22 サロン ド マーブ
ル 桶狭間 桶狭間公民館

(桶狭間神明1520)
毎週火曜
19:00～21:00 お茶会、おしゃべり、卓球等 200円

22

23
りんごふれあい
サロン 桶狭間

桶狭間公民館
(桶狭間神明1520)
桶狭間会館(金のみ)

月4回
・第1水曜:9:00～
・第1木曜:13:30～16:30
・第3金曜:13:30～16:30
・第4日曜:8:30～

・お茶、交流
・健康ストレッチ、習字、絵手紙、和太鼓など
 自由参加

100円

24 よってってサロン 大高 大高ポンプ所集会室
（大高町一番割８）

第2土曜
10:00～12:00 健康チェック、軽食、交流 300円

25 よってって
おしゃべり会 大高 わらべ館

（大高町高見12－2）
第2金曜
10:00～12:00 健康、くらしの学習会 なし

26 ふれあい喫茶 大高南 ふれあいステーション
森の里（森の里1－94）

月1回 第3日曜
8:30～11:30 おしゃべり・喫茶 200円

（パン･ゆで卵･飲み物）

26 よってって
くらしの学習会 大高南 ふれあいステーション

森の里（森の里1－94）
第3金曜
13:30～15:00 健康くらしの学習会 なし

27 よってって太極拳 大高南 よってって横丁2F
（大高町2－701）

毎週火曜
10:00～11:30 太極拳の練習、おしゃべり、お茶会等 なし

28 グリーン大高
クラブ 大高南 南大高集会所

①第2・4土曜10:00～12:00
                  13:00～16:00
②第4火曜   13:30～15:30

①麻雀、囲碁、将棋、数独、体操など
②お手玉作り なし

29 サロン・大高
おたがいさまの家 大高北 大高町八幡社参集所 第4土曜

10:00～12:00
お茶を飲みながらのおしゃべり、健康体操

（認知症予防の脳トレ）、歌など 300円

30 よってってあみ物
おしゃべり会 大高北 個人宅 第4月曜

14:00～16:00 小物あみ物、おしゃべり 100円

31 よってってお茶会 大高北 藤塚集会所
(大高町藤塚）

第1木曜
10:00～12:00 お茶会 なし

32 男のシニアサロン
黒石 黒石 黒石コミセン

（鳴海町字神沢11）
第2金曜
10:00～11:30

お茶、交流会、健康体操、ミニ講座、
レクレーション等 100円

33 みどり神沢サロン 桃山 個人宅
①第1月曜 11:00～15:00
②第2金曜 10:00～15:00
③第1金曜、第2木曜9：30～12：00

①お茶会
②小物づくり
③モーニング

①300円
②200円＋材料費
③200円

＜子ども食堂＞　　対象：子どもから高齢者までどなたでも

名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 内　容 参加費

1 ふれあい食堂
わ・わ・わ 滝ノ水 訪問介護事業所 幸の運び

（滝ノ水1－902 リボンズ公園通1F）
毎月最終土曜
18:30～20:00

・手作りの食事の提供
・食事をしながらの交流
・ミニイベント

子ども(中学生以
下）: 100円
大人: 300円

2 かたろう食堂 片平 かたひらかたろう
（鳴海町字鉾ノ木17－2）

第1土曜
11：00～16：00

・昼食の提供、多世代交流
・工作、手芸、外あそび、ボードゲーム等

子ども：無料
大   人：300円

3 かんばす食堂 東丘 NPO法人かんばす 喫茶 一休（鳴海町字
姥子山22－1 第2鳴海団地100号）

最終土曜
11:30～13:30 昼食の提供、交流等 子ども･高齢者：100円

その他：300円

4 ライフケアキッズ有松
コミュニティ食堂 太子 ライフケアキッズ有松

（太子1－135）
第1・3火曜
18:00～19:30

・夕食の提供
・お茶を飲みながら交流

子ども：200円
大   人：300円

5
子どもとつくる
子ども食堂
～さばんなかふぇ～

大高南 ふれあいステーション森の里
（森の里1－94）

第2土曜
10:30～16:00

・昼食の提供、交流
・おしゃべり、ボードゲーム等
・季節によるイベント

子ども：無料
大   人：300円

＜高齢者サロン＞　　対象：高齢者の方

18 サロン・みどり 緑 緑コミセン
（鳴海町字前之輪106）

第4木曜
13：30～15：30

コーヒー、お菓子、おしゃべり、情報交換、
ＤＶＤ鑑賞、カラオケ等 100円

18
19

きずなふれあい
サロン 緑

緑コミセン
（鳴海町字前之輪106）
オーネスト波の花

（大高町下塩田32－1）

第２木曜､第4金曜
13：30～15：00 お茶会、アトラクション、その他 100円

20 ふれあい・いきい
きサロン平子 平子 中新田集会所 第4金曜

10:00～11:30
健康体操、ゲーム大会、折り紙、テーブル卓
球、ボランティアによる各種ゲーム等 なし

21
23
25

ふれあい・いきいき
サロンさんさん 平子 左京山集会所

（左京山、青山、漆山）
第4木曜
10:00～11:30

健康体操・ヨガ体操、高齢者対象の講演、グ
ラウンドゴルフ、詩吟・コーラス、花見・公園
散策等

なし

22 ふれあい・いきい
きサロン四本木 平子 四本木公民館

（四本木718） 第4木曜 自由懇談 なし

23 さわやかサロン
青山 平子 青山町内集会所

（青山4－901） 火・木・金曜 おしゃべり、健康体操、ゲーム等 なし

24 健やかサロン 平子 平子コミセン
（曽根2－36） 第2・最終日曜 脳トレ、健康体操、おしゃべり、認知症予防

等の勉強会 なし

25 アロハクラブ 平子 漆山集会所
（漆山公園前）

第1・3木曜
(5月:第3・5木曜
 1月:第2・３木曜）

高齢者の「介護予防」を目的とした、「筋トレ」「脳
トレ」「生活習慣」をテーマに、「フラダンス」に「笑
い」「おしゃべり」を組み入れ、楽しんでいます。

250円

26 地域介護予防教室
（生き生き教室）

鳴海
東部

鳴海東部コミセン
（平手南1－203)

第3木曜13:30～15:00
（年6回、4・6・9・10・12・2月） 体を動かす、おしゃべり、音楽を楽しむ なし

27 陽だまりクラブ 小坂 小坂コミセン
（小坂2丁目2006）

毎月1回月曜
10:00～12:00

ゲーム、手芸、お茶を飲んで交流、軽い体操
など 無料

28 たまり場 和
（なごみ） 常安 常安コミセン

（乗鞍3－12）
毎週金曜
10:00～12:00 小物作り・パッチワーク・おしゃべり 1回200円

（茶菓子・会場費）

28 常安ふれあい健康
麻雀の会 常安 常安コミセン

（乗鞍3－12）
毎週木曜
13:00～16:20

健康麻雀、脳のトレーニング、
指･手の体操、おしゃべり等 200円

28
29 乗鞍シニアクラブ 常安

常安コミセン
（乗鞍3－12）
常安小学校

（乗鞍1－2101）

月４～5回
その他年次行事

グランドゴルフ、カラオケ、お茶会、
お食事会等 年/1,200円

30 ふれあいサロン
大清水 大清水 大清水コミセン

（砂田2－801）
第3水曜
13:00～15:00

おしゃべり・体操・ゲームなど
（コーヒー、おやつ付） 100円

30 大清水「福祉の日」
憩いの場 大清水 大清水コミセン

（砂田2－801）
毎週金曜
10:00～15:00 おしゃべり、手芸、折紙、マージャン等 100円

31 わくわく健康体操
広場 大清水 那爛陀学苑

（大清水3－1003）
毎週月曜
13:20～15:30 健康体操、ゲーム、おしゃべり等 100円

32 幸せクローバー会 徳重 CCNet東名局
（元徳重1－103）

第1金曜
13:30～15:30

演歌歌手による歌、なごや健康体操、
ピンコロ踊り なし

33 くまのまえサロン 熊の前 熊の前コミセン
（藤塚1－608－2）

1・4・7・10月
各第3水曜（年4回） 交流、講座、保健師の話など 100円

34 くつろぎサロン
ひかり 熊の前 ひかり老人保健施設

（藤塚3－2802）
偶数月の第2金曜　
13:30～15:30 お茶、おしゃべり、軽い体操、足湯体験等 100円

35 神の倉友愛サロン 神の倉 神の倉集会所
（神の倉2－35）

第1・3水曜
13:00～15:00 カフェ（お茶会）＆企画あり 無料

36 神の倉学区
健康づくり教室 神の倉 神の倉コミセン

(神の倉4－199）
年4回
10:00～11:30

保健師による血圧測定、音楽療法や健康体
操、茶話会など なし

37 ふれあいひろば
東丘 東丘 東丘コミセン

（鳴海町字有松裏200）
第1金曜
13:30～15:30

音楽、理学、レク、運動、カローリング大会
など 100円

37 ひまわりクラブ 東丘 東丘コミセン
（鳴海町字有松裏200）

第2・4土曜
10:00～12:00 手芸を主にして手作りによる会食、その他 月/500円

37 ペーパークラフト
クラブ 東丘 東丘コミセン

（鳴海町字有松裏200）
第2・4木曜
10:00～12:00 ペーパークラフト、お茶、おしゃべり等 500円

（材料費・会場代）

38 シルバーサロン 太子 太子コミセン
（姥子山3－1604）

第4水曜
13:30～15:30 健康チェック、健康体操、レク等 なし

名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 内　容 参加費

＜高齢者サロン＞　　対象：高齢者の方

38 太子たまり場 太子 太子コミセン
（姥子山3－1604）

第1・2火曜
13:00～16:00

おしゃべり、麻雀、囲碁将棋、オセロ、
トランプ等、自由な交流の場 月/100円

39 わいわいサロン鳴
子 鳴子 鳴子コミセン

（鳴子町2－70）
第2・4日曜
10:00～12:00

自主・自由活動として手作り協働作業、
わいわいがやがや雑談 なし

40 鳴子ふれあいサロ
ン歌爺婆矢 鳴子 なるこ集会所

（鳴子幼稚園南側）
第1・3月曜/第2・4金曜
10:00～12:00 おしゃべり、吹き矢 第1・3月曜1,000円(2回）

第2・4金曜200円

40
41

鳴子町介護予防
ふれあい広場 鳴子 ①鳴子団地東なるこ集会所

②鳴子団地西集会室
①毎週火・木10:00～12:00
②毎週火・木13:30～16:00 おしゃべり、食事会、卓球、交流 200円

42 高齢者いきいき
サロン三笑の会 鳴子 鳴子CHCセンター

（鳴子町1－8）
第１・2・3火曜
10:00～12:00

おしゃべり、健康体操。、脳トレ、ゲーム＆遊戯、楽
器に合わせての歌唱、名市大の学生との交流 なし

43 長根町
ふれあい広場 長根台 四郎曽池公園

グラウンド
毎週月･水･金曜
9:00～10:30 おしゃべり、グランドゴルフ等 100円

44 鳴子長根公園
ふれあい広場 長根台 鳴子長根公園

(鳴子町2－59）
毎週土曜
8:30～11:00 おしゃべり、お茶、グランドゴルフ 無料

44
41

鳴友会 長根台
鳴子長根公園
(鳴子町2－59）
鳴子団地西集会室

第2・4月曜13:00～15:00
第1・3水曜8:30～11:00 グランドゴルフ、お茶、おしゃべり等 100～200円

44
45

鳴子リング・リング 長根台
小坂

①鳴子長根公園
　(鳴子町2－59）
②シダックス篭山
　（篭山3－103）

①第2・4水曜
　8:30～11:00
②第1金曜
　13:30～15:30

おしゃべり、カラオケ、グランドゴルフ ①無料
②500～700円

46 憩いの会 戸笠 鳴子みどりが丘集会所 第1土曜
13:00～15:00 交流、体操、ゲーム（オセロ）、小物作り 100円

47 健康サロン有和 有松 有松コミセン
（有松3052）

第2・4日曜
13:30～16:00 バランス体操、タオル体操　等 200円

47 懐メロの会 有松 有松コミセン
（有松3052）

第1土曜/第3木曜　
13:30～16:00 懐かしのメロディーを合唱等 200円

47 ごらく 有松 有松コミセン
（有松3052）

第2木曜/第3水曜　
13:30～16:00 ゲーム、トランプ、折り紙、おしゃべり等 200円

47 健康サロン 有松 有松コミセン
（有松3052）

年4回
13:30～15:30 体操　 なし

47 ガーデニア 有松 有松コミセン
（有松3052）

毎週木曜
10:00～12:00 フラダンス、お茶、おしゃべり、体操等 500円

48 ふれあいサロン
緑花台 有松

リハビリステーション
元気村緑花台

（緑花台1945）
毎月1日、15日
10:00～12:00

お茶を飲みながらのおしゃべり、健康体操、
ラジオ体操、緑地公園散策、ゲーム等 100円

49 カフェりあん 有松 おたがいさまの家りあ
ん（有松三丁山913）

毎週金曜
10:00～12:00 おしゃべり、お茶、脳トレなど 200円

(コーヒー、お菓子付き）

50 黄色いさくらんぼ 桶狭間 桶狭間会館
(桶狭間神明1520)

毎週水曜
13:00～16:00 卓球等 500円（月始め）

50 フレンズサロン 桶狭間 桶狭間会館
(桶狭間神明1520)

毎週水・金曜
9:00～12:30

お茶を飲みながらおしゃべり、健康体操、
卓球など 月/1,000円

51 おけサロン 桶狭間 桶狭間公民館
(桶狭間神明1520)

第2金曜13:30～15:30
（1月と8月は休み）

健康体操、音楽療法、保健師による指導、お茶を
飲みながらおしゃべり、困りごと,心配事相談 100円

51 桶狭間友愛サロン 桶狭間 桶狭間公民館
(桶狭間神明1520)

第1・4金曜
13:30～15:30

健康体操、コーラス、手芸、折り紙、お茶を
飲みながらおしゃべり なし

52 ふれあい広場 南陵 桶狭間荘第1集会所 第2・最終金曜
10:00～12:00 各種講座、お茶でおしゃべり等 なし

53 大高台
わいわいサロン 大高 大高台集会所

（大高台1－1318）
毎月15日
13:00～15:00

演奏会、マジック、カラオケ、手芸、懇談、
しめ縄作り他 300円

53 すみれサロン 大高 大高台集会所
(大高台1－1318）

毎週土曜
13:30～16:00 体操、お茶 300円

53 カナリア・クラブ 大高 大高台集会所
(大高台1－1318）

①第1火曜
②第3水曜14:00～16:00 オカリナ演奏、お茶、おしゃべり等 300円

54 ご縁サロン 大高 江明公会堂
（大高町江明29）

第３日曜
13:00～15:00 おしゃべり、健康のための勉強会、料理など なし

― サロン追風 大高 個人宅 第1・3水曜
13:30～15:30 ストレッチ・体操・おしゃべり会・脳トレ 100円

名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 内　容 参加費

＜子育てサロン＞　　対象：未就園児とその保護者の方

名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 内　容 参加費

1 鳴海子育て広場 鳴海 鳴海コミセン 1階和室
（鳴海町城22－1）

第2火曜10:00～11:30
（8月のみ休み）

交流・親子体操・ゲーム・保育士を囲んでお
話　など なし

2 おひさま
わらばぁ～ 鳴海 第2丸文ビル2階

(六田1－201)
月・火・木・金・土
9:30～14:30

よみきかせ・リズムあそび・自由あそび・
水あそび(夏季のみ)・季節のイベントなど なし

3 親子教室 相原 相原郷公会堂
（相原郷1－1707）

第3火曜
10:00～11:30 交流会・子育て相談、遊びの紹介 なし

4 子育てサロン 旭出 旭出コミセン
（鹿山1－54）

第2水曜10:00～11:30
（4・8・1月はお休み）

子育ての情報交換・交流・七夕・クリスマス
会・ひなまつりなど なし

5 かたひらかたろう
(ＮＰＯ法人) 片平

かたひらかたろう
（鳴海町字鉾ノ木17
－2）

①毎週月～金曜10:00～15:00
②毎週木曜     10:00～13:00
③第2土曜   10:00～12:00

①名古屋市子育て支援拠点　ちびっ子ちゃ
んとお母さんの遊び場（ケロちゃん）

②外遊びの会
③サロン・さたろう（多世代交流の場）

①無料
③100円

6 片平わくわく広場 片平 片平ふれあいセンター
（鳴海町字天白90）

第2木曜10:00～11:30
（８月はお休み） 交流会・子育て相談 なし

7 浦里子育てサロン 浦里 浦里コミセン
（浦里1－67）

第3水曜10:00～11:30
（8・3月はお休み）

高齢者との交流、交流会、おもちゃ遊び、
七夕飾りづくり、流しそうめん など なし

8 緑学区
子育てひろば 緑 緑コミセン（鳴海町字

前之輪106）
第２火曜10:15～11:30

（8月はお休み） 交流会・個別相談 なし

9 平子学区
育児サロン 平子 平子コミセン

（曽根2－36）
第2月曜10:00～11:30

（4・8・12・1月はお休み） お母さん達の交流、育児相談など なし

10 鳴海東部学区
こどもひろば

鳴海
東部

鳴海東部コミセン 1階
和室（平手南1－203）

第3月曜10:00～11:30
（８月休み）

歯科指導・離乳食や手作りおもちゃの作り
方・防災指導・風邪対策のお話など なし

11 小坂学区
子育てひろば 小坂 小坂コミセン

（小坂2－2006）
毎月1回 月曜10:00～11:30

（1・8月除く） 子育ての情報交換や交流会・育児相談 なし

12 常安学区
こどもひろば 常安

常安コミセン
(乗鞍3－12　乗鞍公
園内）

第4火曜10:00～11:30
（8・10月は休み、12月は第
3火曜）

保育園の先生や保健師を招き、子育て中の
親を支援する（悩みや疑問を聞く、親同士の
ネットワーク作りなど）

なし

13 大清水
子育てサロン 大清水 大清水コミセン

（砂田2－801）
第4木曜
10:00～11:30 交流会・こどもの相談 なし

13 大清水「福祉の日」
親子おしゃべり会 大清水 大清水コミセン

（砂田2－801）
第3金曜
9:30～11:30

親子、スタッフとの交流・子育ての悩み事相
談含めたおしゃべり会 なし

14 どろんこ
わらばぁ～ 大清水 八ッ尾八幡社

（八ツ松1－1503）
月～金曜、第1･3土曜
9:30～14:30

よみきかせ・リズムあそび・自由あそび・
水あそび（夏季のみ）・季節のイベントなど なし

15 くまちゃんひろば 熊の前 熊の前コミセン
（藤塚1－608－2）

第4月曜（8月はお休み）
10:00～11:30 交流、情報交換、手遊び、読み聞かせなど なし

16 神の倉学区
親子のつどい 神の倉 神の倉コミセン

（神の倉4－199）
原則第2月曜10:00～11:30
(8月休み)(4月は4/15(月))
(祝祭日の場合は第3月曜)

親子交流会・子育て相談、季節の歌、手遊
び、絵本の読み聞かせ　など なし

17 子育てひろば東丘 東丘 東丘コミセン
（鳴海町字有松200）

第3金曜10:00～11:30
（8月はお休み）

保健師さんによる相談・指導、民生委員によ
る手遊び、クリスマス会、交流の場 なし

18 おひさまひろば 東丘 鳴海ヶ丘幼稚園 プレイルー
ム・園庭（鳴海町有松裏70－3）

毎週火・木・金曜
10:00～12:00

自由遊び、交流、子育て相談、保育士による手
遊び、絵本、紙芝居、誕生会、クリスマス会など。 なし

19 太子子育てひろば 太子 太子コミセン
（姥子山3－1604）

第1金曜
10:00～11:30 子育て情報交換、友達づくり なし

20 鳴子親子教室 鳴子 鳴子コミセン
（鳴子町2－70）

第4水曜10:00～11:30
10･12月のみ第3水曜
10:00～11:30

交流会・個別相談 なし

21 長根台
こどもひろば 長根台 長根台コミセン

（鳴海町字池上98－6）
毎月1回 第1金曜、第3水曜
10:00～11:15

（8・1月および祝日は休み）
交流会と個別相談 なし

22 戸笠子育てひろば 戸笠 戸笠コミセン
（相川3－101）

毎月2回 第2・4火曜
10:00～11:30 交流会・こどもの相談・絵本の読み聞かせ なし

23 有松学区
子育てひろば 有松 有松コミセン

（有松3052）
第3金曜10:00～11:30

（8月は休み） 交流会・こどもの相談 なし

24 桶狭間学区
子育てひろば 桶狭間 桶狭間公民館和室、板の間

（桶狭間神明1520）
第3水曜10:00～11:30

（8月はお休み） 親子交流会・子育てに関する相談　など なし

25 子育てサロン
「親業」 桶狭間 名工建設㈱

（桶狭間森前102）
不定期(年間6回程度）
10:00～11:30 お茶、おしゃべり、情報交換等 300円

26 おしゃべり広場 南陵 桶狭間荘第一集会所 第2水曜
10:00～11:30 おしゃべり・交流会 なし

1 カフェあさひ 鳴海 グループホームなるみの憩
(鳴海町向田151）

第4日曜
13:30～16:00 784－5438 200円

2 縁　ごえんカフェ 鳴海 グループホーム浦里
（浦里5－109）

第2金曜
14:00～16:00 624－3382 100円

3 かたり～の 鳴海 大同みどりクリニック  1階待合
（鳴海町矢切37）

毎週金曜
13:30～15:30 891－4157 100円

4 インターネット
おもしろカフェ 旭出 鹿山3－1－C 毎週月・火曜13:00～15:00

（当日までに要予約） 896－1511 300円

5 認知症カフェ　それいゆ 旭出 池上台ハウス
（池上台3－110－24）

第3月曜　
13:30～15:30 895－8174 200～300円

6 しあわせカフェ　青山 緑 ラ・プラス青山
（青山1－29）

第4日曜
13:30～15:30 625－7581 100円

7 きよみず 熊の前 まこと老人保健施設
（藤塚3－2604）

第3水曜
13:30～15:00 878－9811 100円

8 認知症カフェ　神の倉 神の倉 神の倉コミセン
（神の倉4－199）

第2金曜
13:00～15:00 － 200円

9 さわやカフェ 東丘 特別養護老人ホームさわやかの郷
（鳴海町尾崎山43－641）

第3日曜
14:00～16:00 625－2915 100円

10 カフェ藤庵 東丘 老人保健施設フジタ
（鳴海町尾崎山43－640）

第1日曜
10:00～12:00 623－3914 200円

11 認知症カフェ　レモン 東丘 東丘コミセン
（鳴海町字有松裏200ウインハート有松2F）

第1水曜
10:00～11:30 － 150円

（保険代含む）

12 たすけあいカフェ 鳴子 鳴子町4－13　第1カンテ 第4金曜　
13:30～15:30 899－0833 200円

13 認知症カフェ
権平谷集會所 桶狭間 エンパシーホームライフケア神明

（緑区桶狭間神明3701）
毎月第１土曜
13:30～15:30 717－4652 100円

14 憩いの風カフェｉｎ森の里 大高南 ふれあいステーション森の里集会所
（森の里1－94）

第2・4木曜
14:00～16:00 626－1614 100円

15 きらめきカフェ 大高南 地域密着型特別養護老人ホームきらめき
（南大高4－107）

第3水曜
13:30～15:30 693－7702 100円

16 ちぃ～カフェ
地域カフェなるナミ 大高北 オーネスト波の花

（大高町下塩田32－1）
毎月15日14:00～16:00

（8月のみ20日） 621－3331 100円

17 カフェきみどり 大高北 特別養護老人ホーム　緑生苑　1階喫茶コー
ナー（大高町上蝮池14）

第3木曜
14:00～16:00 625－1538 100円(材料費実費 

必要時）

18 ボンセジュール徳重
認知症カフェ 黒石 ボンセジュール徳重

（黒沢台5－1309－1）
第1木曜
9:30～11:30 879－2335 なし

19 そんぽカフェ 桃山 ＳＯＭＰＯケア　そんぽの家　神沢
（神沢2－1101）

第3木曜　
14:00～16:00 879－5515 なし

＜認知症カフェ＞　対象：認知症のご本人やご家族、認知症に関心のある方、地域住民どなたでも

名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 連絡先 参加費

55 にぎやかサロン
大高 大高北 大高町八幡社参集所

（大高町町屋川12－1）
第1・3月曜
10:00～12:00

歌、創作活動、レク、読み聞かせ、マジック、
交流、緑保健センター・いきいき支援セン
ター・警察署のお話等

100円

55 東星クラブ
友愛サロン 大高北 大高町八幡社参集所

（大高町町屋川12－1）
第1火曜
10:00～12:00

健康体操、講演、ミニ講座、カラオケ、お茶、
おしゃべり等 200円

56 黒石クラブ 黒石 黒石コミセン
（鳴海町字神沢11）

毎週火・木曜　
13:30～17:00 囲碁、お茶、おしゃべり、講習、お食事会等 100円

57 シャベリッチ 桃山 桃山第2住宅（桃山1丁
目※第2住宅9号棟隣）

①10:00～12:00
②第1・3水13:00～16:00

おしゃべり喫茶、囲碁、将棋、麻雀、お茶、
コーヒー、紅茶等 50円

58 ごえんの会 桃山 桃山第三住宅集会所
（桃山1－77）

第2・4木曜
13:30～15:30

おしゃべり、お茶（おいしいドリップコー
ヒー）、コーラス等

100円(コーヒー・お茶・
お菓子代として）

＜高齢者サロン＞　　対象：高齢者の方

名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 内　容 参加費

 

＜その他＞　　対象：認知症の方を介護されているご家族等

名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 内　容 参加費

1
2
3

認知症の方の家族サロン
（名古屋市認知症の方を介
護する家族支援事業）

鳴子
徳重
平子

北部:緑区北部いきいき支援センター
       (本センター、分室)
南部:緑区南部いきいき支援センター
       研修室

毎月1回13:30～15:30
※開催日は会場によって
　異なります。

認知症の方を介護するみなさんが集
まり、今までの介護経験やその中で
感じた事などを自由にお話し、交流
する

なし

ホームページ
ブ ロ グ  

名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 対　象 内　容 参加費

＜障がい者関係＞　　対象：障がい者の方

1
たまり場交流会
なんでもしゃべろ
う会

旭出 緑区障害者基幹相談支援センター
（鹿山3－17）

第2金曜（予定）
18:00～20:00

一般企業で働かれて
いる知的障害をお持
ちの方等

就労している方のたまり場として、
友達作り、交流の場として行う。（お
話、みんなで決めて行う文化活動）

実費

2 井戸端クラブ 鳴海 緑区生涯学習センター料理室
（鳴海町字本町54）

第３土曜
10:00～12:30

知 的 障 害 者 等 の 方
で、1人で移動できる方

（会場まで来れる方）

地域の障害者の方のたまり場と
して料理づくりを通して交流を
図る。

実費

3 障がい児サークル
colorful　clover 相原

緑児童館（相原郷2－701）
緑保健センター（相原郷1－715）
ろうきんみどり支店（鹿山2－1－3） 等

火曜または金曜
10:00～12:00

未就学の障がい児、
病児、保護者の方

障がい児(未就学)の保護者の情
報交換、子育て交流
おしゃべり、食事会、勉強会等

100円

＜子育てサロン＞　　対象：未就園児とその保護者の方

名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 内　容 参加費

27 大高子ども広場 大高 大高地域コミセン
（大高町門田46－1）

第2金曜
10:00～11:30　

母親同士の交流
手遊びや紙芝居、絵本の読み聞かせ、製作など なし

28 込高子育てサロン 大高 大高ポンプ所集会室
（大高町一番割８）

第3火曜
10:00～11:30

母親同士の交流、地域の方々との交流
（手遊び、絵本の読み聞かせ等） なし

29
ふれあいセンター
おおだか
ちびっこの集い

大高
ふれあいセンターおお
だか（大高台2－1718
中央有鄰学院内）

毎週火～土曜
9:00～14:00

ふれあいセンターでの遊び、コーナー遊具
での遊び、絵本の読み聞かせ、七夕会、運動
会など。プールもあります。

月/500円
保険50円

29 コミュニティカフェ
“光” 大高

ふれあいセンターおおだ
か（大高台2－1718　中
央有鄰学院内）

毎週月・木曜
13:30～16:30

おしゃべり、室内遊び、整膚マッサージ、
お茶、交流など 100～300円

30 おおだかみなみ
こども広場 大高南 ふれあいステーション

森の里（森の里1－94）
第2月曜
10:00～11:30

母親同士の交流・子育て相談、手遊びや
紙芝居、絵本の読み聞かせ　など なし

31 文久山地区
子育て広場

有松
大高北
桶狭間

元気村緑花台
（緑花台1945）

第2金曜10:00～11:30
（8月はお休み） 子育てなどの相談・親子遊び・交流会 なし

27 大高北学区
子育てひろば 大高北 大高地域コミセン

（大高町門田46－1）
第3金曜
10:00～11:30

母親同士の交流・子育て相談、手遊びや紙
芝居、絵本の読み聞かせ　など なし

32 黒石学区
子育てサロン 黒石 黒石コミセン1階和室

（鳴海町字神沢11）
第2火曜（8月を除く）
10:00～11:30 子育てなどの相談・親子あそび・交流会 なし

33 子育てひろば 桃山 桃山コミセン1階和室
（桃山2－96）

第1金曜
  9:45～10:30▶︎0歳児対象
10:30～11:30▶︎1歳以上の
                       未就園児対象

おしゃべり会・子育ての悩み相談 なし

34 ちびもも 桃山 県営緑黒石住宅
（桃山3丁目）

第2木曜/第4月曜
10:00～12:00

子育ての悩み相談・わらべうた・手遊び・
交流会 100円

http://www.md.ccnw.ne.jp/midori-shakyo
http://blog.livedoor.jp/midorishakyo/

〒458－0041  名古屋市緑区鳴子町1丁目7－1（緑区在宅サービスセンター内）

T E L：8 91－ 76 3 8   ・  FA X：891－ 76 4 0

社会福祉法人 名古屋市緑区社会福祉協議会


