
名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 内　容 参加費

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。

※一覧は、令和4年3月末で表記されています。作成時からは、内容の一部が変更されている場合もありますので予めご了承ください。

緑区内たまり場一覧

対象：子どもから高齢者までどなたでも

＜高齢者サロン＞　　

名　称 学区 開催場所（所在地） 開催日時 内　容 参加費

＜共生型サロン＞　　

みんなの家 片平 鳴海町字森下19-3 月４回不定期(月・金）
お茶を飲みながらのお話、子ども同士の
コミュニケーション作り、学習サポート、
遊び、体験、昼食作りなど

300円（親子一組）1

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10:00～13:00
お喋り、新聞ちぎり絵、手芸、洋裁、お茶、
食事等 300～500円ー

サロン片平 片平 片平学区集会所
（鳴海町森下1-1）

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）2

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）3

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11

対象：高齢者の方

3 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（①②祝祭日の場合
は翌日の火曜開催）　

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

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

おしゃべり、グランドゴルフ、室内ゲーム、
カラオケ、その他

4
5
6

200円

7 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
9:30～11:30 おしゃべり、囲碁、将棋等の交流 なし

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

お茶をしながらおしゃべり、
モーニングカフェ、
時々イベント

8
200円
（焼きたてパン、
おかき、飲み物）

サロンなるとう
1・2の3

鳴海
東部

鳴海東部コミセン
（平手南1-203）

第2火曜
10:00～11:30 おしゃべり、脳トレ、何でもあり9 100円

サロンじょうあん 常安 常安コミセン
（乗鞍三丁目12）

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

たまり場「神の倉」 神の倉 神の倉コミセン
（神の倉4-199）

第3金曜
10:00～12:00 おしゃべり、軽食等12 300円

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13 なし

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14 月1,000円

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15 100円

（小学生以下無料）

16 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)

たまり場みどり
鳴子
滝ノ水
戸笠

【鳴子会場】鳴子集会所
（鳴子1丁目55-1）
【滝ノ水会場】滝ノ水コミセン
（滝ノ水1丁目1501）
【戸笠会場】個人宅

【鳴子会場】第４月曜
13:30～16:00
【滝ノ水会場】第1･３･４土曜
第２日曜13:00～16:00
【戸笠会場】
毎週木曜13:00～16:00
月5回（木曜4回の時は火曜1回）

【鳴子会場】歌声喫茶
【滝ノ水会場】卓球
【戸笠会場】麻雀

17
18
19

【鳴子会場】
400円/回
【滝ノ水会場】
600円/月
【戸笠会場】
200円/回

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1

ぼちぼちサロン
上汐田 鳴海 上汐田教育集会所

（鳴海町上汐田447）
第2・4木曜
13:30～15:30 おしゃべり、ボッチャ、ゲーム、 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）

お茶を飲みながらのおしゃべり、健康体操、
保健所･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

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

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 なし5

元気クラブ 旭出
徳重 要問合せ 不特定 いろんなお喋り、ミニ講座、勉強会、

高齢者施設の学習･見学、お花見等 なしー
ー

金曜サロン 浦里
①片平ふれあいセンター
（鳴海町天白90）
②個人宅

①第1・2金曜9:30～11:30　　
②第3・4金曜13:00～16:00

①書道、小物づくりサロン
②マスクづくりサロン なし10

11

認知症カフェ
えがお 徳重 徳重地区会館

(元徳重1-401ユメリア徳重）
月1回　第1土曜
10:00～12:00 おしゃべり、交流、相談など 1０0円6

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 100円

（健康体操は無料）7

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8

たまり場
「いっぷく茶屋」 片平 いっぷく茶屋

（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9

片平南部
「カラオケ」サロン 片平 いっぷく茶屋

（浦里２丁目197）
毎週木曜
10:00～12:00

カラオケ、発声トレーニング、
健康体操等 100円9

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3日曜
13:00～16:00 小物づくり、その他 材料費

実費負担10

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12

にぎやか
サロン浦里 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・折紙・マンダラ絵
・脳活性化・ゲーム大会・勉強会
・交流会

100円12

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
(月によっては200円の
時もあり）

12

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

1月
100円12

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など 100円12

サロン・ひばり 浦里 県営鳴海住宅集会所
（浦里4丁目）

毎週金曜
10:00～11:30

脳トレーニング、お口の体操、ドリル、
音読、歌、パズル、ラジオ体操 200円12

県営鳴海住宅
なごやかパソコン
サロン

浦里 県営鳴海住宅集会所
（浦里4丁目）

月各2回
火曜18:00～20:00
水曜10:00～11:30

お茶しながらパソコン、頭の体操 100円12

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13

タンネ会 浦里 浦里公園
（浦里1丁目）

毎週火・水・木・金曜
6:30～7:30

おしゃべり、グランドゴルフ、ウォーキング、
ラジオ体操、 なし14

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15

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

①無料
②原則無料
(企画により材料代実費)

16

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

負担の場合あり）4




