
ふれあいいきいき
サロン

『ご近所力』『地域力』が今、必要となっています。
ふれあいいきいきサロンは、地域における仲間づくりの場、居場所
づくりとして、その地域住民が共働することにより、参加者の生き
がいと支え合いの力を高めることを目的としています。
地域のサロンに参加すると近所の顔見知りが増え、輪が広がり、

お互い親しい関係づくりへとつながって行く効果があります。
サロンに参加したい！作りたい！方は地域福祉課まで（48-0808）

サロン数：
市内５５か所

活動の様子



サロン名 会場 会場所在地 地域

１ いきいきサロンあざみ 旭町自治会館 古河市旭町1-13-11 古河

２ いきいきサロン四季の会 隣保館 古河市大山1729-1 古河

３ いきいきサロン白ゆり 旭町自治会館 古河市旭町1-13-11 古河

４ いきいきサロン若原会 原町自治会館 古河市原町9-5 古河

５ きらくの会 サークル館 古河市北利根10 総和

６ 桜友クラブ 桜町自治会館 古河市桜町10-25 古河

７ いきいきサロンすみれ 原町自治会館 古河市原町9-5 古河

８ 台町いきいきサロン悠遊の会 台町自治会館 古河市長谷町1-4 古河

９ なでしこ会 旭町自治会館他 古河市旭町1-13-11 古河

10 いきいきサロンゆめ 山田新町公民館 古河市山田690-1 三和

11 ホットサロン 会員宅 総和

12 緑町いきいきサロン 緑町自治会館他 古河市緑町43 古河

市内ふれあいいきいきサロン①

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0012+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%97%AD%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93+%E6%97%AD%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1996005,139.7213381,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4add62553873:0x3d87be7e0105bcef!8m2!3d36.1996006!4d139.7235219
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E9%9A%A3%E4%BF%9D%E9%A4%A8/@36.1521143,139.7188583,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b50feda16b49:0xf29faa660ac90caa!8m2!3d36.15211!4d139.721047
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0012+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%97%AD%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93+%E6%97%AD%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1996005,139.7213381,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4add62553873:0x3d87be7e0105bcef!8m2!3d36.1996006!4d139.7235219
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0025+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%95+%E5%8E%9F%E7%94%BA%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1854352,139.704995,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4ab99220f695:0xed6ce88921525b05!8m2!3d36.1854275!4d139.7071828
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E7%B7%8F%E5%92%8C%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AB%E9%A4%A8/@36.1593313,139.7630263,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b47c55886fa1:0x465bcfe797edaa93!8m2!3d36.159327!4d139.765215
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0036+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%A1%9C%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95+%E6%A1%9C%E7%94%BA%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1904624,139.695652,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4a9893587207:0x9594b34402b1b1f4!8m2!3d36.1904529!4d139.6978582
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0025+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%95+%E5%8E%9F%E7%94%BA%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1854352,139.704995,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4ab99220f695:0xed6ce88921525b05!8m2!3d36.1854275!4d139.7071828
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%B0%E7%94%BA%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1889142,139.7013965,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4abcf98a62bd:0x5d8b12398c9208b6!8m2!3d36.1889099!4d139.7035852
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0012+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%97%AD%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93+%E6%97%AD%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1996005,139.7213381,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4add62553873:0x3d87be7e0105bcef!8m2!3d36.1996006!4d139.7235219
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0114+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%EF%BC%96%EF%BC%99%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91+%E6%96%B0%E7%94%BA%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8/@36.1752331,139.8021971,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b3a889c91e1f:0x51983b7209ea14cf!8m2!3d36.1752301!4d139.8043758
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0003+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E7%B7%91%E7%94%BA%EF%BC%94%EF%BC%93+%E7%B7%91%E7%94%BA%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.2050606,139.7207613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4ae5ea58c4c5:0xcfaf3878edc6e22!8m2!3d36.2050463!4d139.7229533


サロン名 会場 会場所在地 地域

13 いきいきサロンみゆき 原町自治会館 古河市原町9-5 古河

14 桃ケ里サロン桃花会 桃ヶ里自治会館他 古河市緑町53-11 古河

15 友遊会
農村環境改善セン
ター他

古河市東山田1808-12 三和

16 雷電１丁目いきいきサロン 雷電一丁目自治会館 古河市東1-7-3 古河

17 いきいきクラブ火曜会 古河老人センター 古河市新久田285 古河

18 いきいきサロン西部 諸川西部公民館 古河市諸川1844-1 三和

19 ふれあいいきいきサロンさくら会 雷電二丁目自治会館 古河市北町11-11 古河

20
レヴィールエコステージ古河ペットクラ
ブ

エントランスホール 古河市平和町11-3 古河

21 菜の花会 上町自治会館 古河市大山1678-5 古河

22 サロン紅 町水海集落センター 古河市水海12-1 総和

23 わくわくサロン コミセン平和 古河市平和町1 古河

市内ふれあいいきいきサロン②

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0025+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%95+%E5%8E%9F%E7%94%BA%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1854352,139.704995,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4ab99220f695:0xed6ce88921525b05!8m2!3d36.1854275!4d139.7071828
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0003+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E7%B7%91%E7%94%BA%EF%BC%95%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91+%E6%A1%83%E3%82%B1%E9%87%8C%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.202694,139.7244331,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4ae732099ae7:0xe8591934c593a7d!8m2!3d36.2026801!4d139.7266247
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E4%B8%89%E5%92%8C%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E8%BE%B2%E6%9D%91%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@36.1586093,139.8155483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b233c716024d:0xfd86dbd95dc64535!8m2!3d36.158605!4d139.817737
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0011+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93/@36.19609,139.7085626,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4a953bb45d3f:0x18038df42b531ebb!8m2!3d36.1960857!4d139.7107513
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92306-0044+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%96%B0%E4%B9%85%E7%94%B0%EF%BC%92%EF%BC%98%EF%BC%95/@36.1673278,139.7009749,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b54e5cc1a975:0xc9e9990a6ebd0215!8m2!3d36.1673278!4d139.7031636
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0126+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E8%AB%B8%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%94%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91+%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8%E8%AB%B8%E5%B7%9D%E8%A5%BF%E9%83%A8%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA/@36.2035188,139.8089129,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b326d65b0887:0x251c9c5d01f27e1a!8m2!3d36.2035093!4d139.8110895
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0005+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91+%E9%9B%B7%E9%9B%BB%E4%BA%8C%E4%B8%81%E7%9B%AE%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.2012554,139.7126428,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4aec706804c9:0xac3003c7e71b1a74!8m2!3d36.2012594!4d139.7148132
https://www.google.com/maps/place/%E3%83%AC%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B8%E5%8F%A4%E6%B2%B3/@36.2024655,139.7087743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4a92c8900001:0x5e5818fe215cac55!8m2!3d36.2024655!4d139.710963
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0052+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%B1%B1%EF%BC%91%EF%BC%96%EF%BC%97%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%95/@36.1547116,139.7175606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b510570bfa61:0xd8819ec2951671b4!8m2!3d36.1547073!4d139.7197493
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0215+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%B0%B4%E6%B5%B7%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%94%BA%E6%B0%B4%E6%B5%B7%E9%9B%86%E8%90%BD%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@36.1459978,139.750321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b46827732db1:0xc5132059299b78fb!8m2!3d36.1460304!4d139.7525304
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%B9%B3%E5%92%8C/@36.2013062,139.7074377,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4a92fb4eaaab:0x79ad5d1936e2c5c7!8m2!3d36.2013019!4d139.7096264


サロン名 会場 会場所在地 地域

24 さくら会 小堤中新田集会所 古河市小堤268-2 古河

25 南町サロン 東牛谷南町会議所 古河市東牛谷1165-1 総和

26
ふれあいいきいきサロン和（やわ
ら）の会

古河市三和地域交流セン
ターコスモスプラザ

古河市仁連2065 三和

27 諸川いきいきサロン 諸川公民館 古河市諸川433-1 三和

28 松楽会 松原町会館 古河市松並1-9-23 古河

29 コスモス会 松原町会館 古河市松並1-9-23 古河

30 サロンコスモス 本田山公民館 古河市尾崎4687-6 三和

31 スクエア・ステップクラブ 松原町会館 古河市松並1-9-23 古河

32 カトレア 葛生集会所 古河市葛生1252-1 総和

33 いきいきサロン認ともカフェ 福祉の森会館 古河市新久田271-1 古河

34 ラジオ体操いきいきサロン 雷電二丁目自治会館 古河市北町11-11 古河

市内ふれあいいきいきサロン③

https://map.yahoo.co.jp/maps?lat=36.20851809&lon=139.76254667&ac=08204&az=61.268.2&z=16&id=&fa=pa&ei=utf8&p=%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%A0%A4268-2
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0232+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%9D%B1%E7%89%9B%E8%B0%B7%EF%BC%91%EF%BC%91%EF%BC%96%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@36.203565,139.7477151,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4b38fffbce41:0x4a254a333e6012b1!8m2!3d36.2035607!4d139.7499038
https://www.google.com/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E4%B8%89%E5%92%8C%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%8C%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%80%8D/@36.1892496,139.8163315,16.79z/data=!4m5!3m4!1s0x6018b2fc7aab148f:0x241bb568d5d31dc5!8m2!3d36.1894162!4d139.8183035
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0054+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E4%B8%AD%E7%94%B0%E6%96%B0%E7%94%B0%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91+%E4%B8%AD%E7%94%B0%E6%96%B0%E7%94%B0%E9%9B%86%E4%BC%9A%E6%89%80/@36.1527387,139.7033548,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b569696fbb7f:0x71295fcd952273e3!8m2!3d36.1527354!4d139.7055173
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0021+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%9D%BE%E4%B8%A6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93+%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E7%94%BA%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.2042271,139.705723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4a8db9ce090f:0x34fadd35ddd12d2d!8m2!3d36.2042206!4d139.7079209
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0021+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%9D%BE%E4%B8%A6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93+%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E7%94%BA%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.2042271,139.705723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4a8db9ce090f:0x34fadd35ddd12d2d!8m2!3d36.2042206!4d139.7079209
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0101+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%B0%BE%E5%B4%8E%EF%BC%94%EF%BC%96%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%96+%E6%9C%AC%E7%94%B0%E5%B1%B1%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8/@36.1949272,139.8350879,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b28b84e362d9:0x450e6243a75f5d39!8m2!3d36.1949248!4d139.8372719
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0021+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%9D%BE%E4%B8%A6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93+%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E7%94%BA%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.2042271,139.705723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4a8db9ce090f:0x34fadd35ddd12d2d!8m2!3d36.2042206!4d139.7079209
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0211+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E8%91%9B%E7%94%9F%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91+%E8%91%9B%E7%94%9F%E8%BE%B2%E6%9D%91%E9%9B%86%E8%90%BD%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@36.1606811,139.7840163,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b390851ee449:0x1d1af4c4c42c6f07!8m2!3d36.1607033!4d139.7861968
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E6%A3%AE%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1681858,139.7012054,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5Y-k5rKz5biC44CA56aP56WJ44Gu5qOu5Lya6aSo!3m4!1s0x6018b54e65260ebb:0xbe23b0c2f2adab72!8m2!3d36.1681883!4d139.7034044
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0005+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91+%E9%9B%B7%E9%9B%BB%E4%BA%8C%E4%B8%81%E7%9B%AE%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.2012554,139.7126428,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4aec706804c9:0xac3003c7e71b1a74!8m2!3d36.2012594!4d139.7148132


サロン名 会場 会場所在地 地域

35 すみれ会いきいきサロン 緑町自治会館 古河市緑町43 古河

36 東原町いきいきサロン 原町会議所 古河市原町9-5 古河

37 菜の花グループ スペースU 古河市長谷町38-18 古河

38 活き活きサロン「スマイル」
NPO法人チーム・ユーチャ
リス事務所

古河市小堤2114-7 総和

39 麺づくりクラブ 桜町自治会館 古河市桜町10-25 古河

40 いきいきサロン（はなみずき会） 大堤集会場 古河市大堤203-46西隣 総和

41 いきいきサロンつくしの会 諸川松原公民館 古河市諸983 三和

42 らくらく会 下山2丁目自治会議所 古河市古河544-69西隣 古河

43 ふれあいサロン若草読書会 隣保館等 古市大河山1729‐15 古河

44 さくらさんぼの会 静町会議所 古河市松並2‐12‐15 古河

45 おしゃべりサロン 前林公民館 古河市前林1309-1 総和

市内ふれあいいきいきサロン④

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0003+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E7%B7%91%E7%94%BA%EF%BC%94%EF%BC%93+%E7%B7%91%E7%94%BA%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.2050606,139.7207613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4ae5ea58c4c5:0xcfaf3878edc6e22!8m2!3d36.2050463!4d139.7229533
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0025+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%95+%E5%8E%9F%E7%94%BA%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1854352,139.704995,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4ab99220f695:0xed6ce88921525b05!8m2!3d36.1854275!4d139.7071828
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BC%B5%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E3%83%BB%E5%B8%82%E6%B0%91%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB/@36.1843869,139.7003087,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z44K544Oa44O844K5VQ!3m4!1s0x601f4abb21e9eb91:0x5238b369a26b2abc!8m2!3d36.1846451!4d139.7025692
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0231+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%A0%A4%EF%BC%95%EF%BC%94%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%93/@36.2154721,139.7541584,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4b6bca6b2aad:0xd7547a975335c482!8m2!3d36.2154678!4d139.7563471
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0036+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%A1%9C%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95+%E6%A1%9C%E7%94%BA%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1904624,139.695652,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4a9893587207:0x9594b34402b1b1f4!8m2!3d36.1904529!4d139.6978582
https://map.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.71710952&lat=36.18430027&p=%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%A0%A4203-46&z=16&layer=pa&v=3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0126+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E8%AB%B8%E5%B7%9D%EF%BC%99%EF%BC%98%EF%BC%93/@36.1951197,139.8103814,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b31e0d5ec8d5:0xfe173cacadb1f05a!8m2!3d36.1951197!4d139.8125701?hl=ja
https://map.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.71512340&lat=36.18801368&p=%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%8F%A4%E6%B2%B3544-69&z=16&layer=pa&v=3
https://map.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.72151306&lat=36.15144106&p=%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%B1%B11729&z=16&layer=pa&v=3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0021+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%9D%BE%E4%B8%A6%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@36.2079121,139.7106814,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4af3155d030f:0xd5976bad93d7f3f9!8m2!3d36.2079121!4d139.7128701?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0216+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%89%8D%E6%9E%97%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%90%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@36.1430315,139.7355431,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b4518e024edd:0xcc281f24ed2390d7!8m2!3d36.1430315!4d139.7377318?hl=ja


サロン名 会場 会場所在地 地域

46 平成ウォーキング 日の出町生活改善センター 古河市上大野2593—8 総和

47 いきいきシニアクラブ みどり野行政区集会所 古河市西牛谷900-55 総和

48 いきいきクラブ「月・木会」 新東諸川公民館 古河市東諸川902付近 三和

49 いきいきサロン釈迦GGクラブ せせらぎの里 古河市北利根10 総和

50 梅の会 諸川西部公民館・代表者宅 古河市諸川1844-1 三和

51 ふれあいひまわりいきいきサロン 八幡町公民館 古河市西牛谷840-2付近 総和

52 さつきの会 前新田公民館 古河市尾崎2020-7付近 三和

53 フレンドサロン 南間中橋公民館 古河市南間中橋21-4付近 三和

54 いきいきサロンひまわり
古河市三和地域交流セン
ターコスモスプラザ

古河市仁連2065 三和

55 いきいきクラブ草友会 新東諸川公民館 古河市東諸川902 三和

56

市内ふれあいいきいきサロン⑤

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0201+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E9%87%8E%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%99%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%98/@36.2045531,139.7918147,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x6018b34a27509983:0xc27f639e266bac0f!2z44CSMzA2LTAyMDEg6Iyo5Z-O55yM5Y-k5rKz5biC5LiK5aSn6YeO77yS77yV77yZ77yT4oiS77yY!3b1!8m2!3d36.2044254!4d139.7916699!3m4!1s0x6018b34a27509983:0xc27f639e266bac0f!8m2!3d36.2044254!4d139.7916699?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0233+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E8%A5%BF%E7%89%9B%E8%B0%B7%EF%BC%99%EF%BC%90%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%95/@36.1990994,139.732876,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4b26cfd96e39:0x9ea9ea7267a14505!8m2!3d36.1990951!4d139.7350647?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0124+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%9D%B1%E8%AB%B8%E5%B7%9D%EF%BC%99%EF%BC%90%EF%BC%92/@36.1921841,139.8195866,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b2fb1e5a3a37:0xf14363f92b5fd9f1!8m2!3d36.1921798!4d139.8217753?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0213+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%88%A9%E6%A0%B9%EF%BC%91%EF%BC%90/@36.1593757,139.7624203,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b47d1d2ca36b:0xe32347f09c085da6!8m2!3d36.1593714!4d139.764609?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0126+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E8%AB%B8%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%94%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91+%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8%E8%AB%B8%E5%B7%9D%E8%A5%BF%E9%83%A8%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA/@36.2035188,139.8089129,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b326d65b0887:0x251c9c5d01f27e1a!8m2!3d36.2035093!4d139.8110895
https://map.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.73902933&lat=36.19951275&p=%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E8%A5%BF%E7%89%9B%E8%B0%B7840-2&z=16&layer=pa&v=3
https://map.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.80823965&lat=36.20842043&p=%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E8%AB%B8%E5%B7%9D2020&z=16&layer=pa&v=3
https://map.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.85632200&lat=36.18323337&p=%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%8D%97%E9%96%93%E4%B8%AD%E6%A9%8B21-4&z=16&layer=pa&v=3
https://www.google.com/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E4%B8%89%E5%92%8C%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%8C%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%80%8D/@36.1892496,139.8163315,16.79z/data=!4m5!3m4!1s0x6018b2fc7aab148f:0x241bb568d5d31dc5!8m2!3d36.1894162!4d139.8183035
https://www.google.com/maps/place/%E6%96%B0%E6%9D%B1%E8%AB%B8%E5%B7%9D%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8/@36.1921938,139.8195554,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b34efce04265:0x7372ef4fdb646878!8m2!3d36.1921895!4d139.8217441


サロン名 いきいきサロンあざみ会

開催日

時 間

毎月第１・２・３月曜日

11:00～15:30

開催場所 旭町自治会議所

会員数 ２４名

会 費 １００円／月

一覧にもどる

活動紹介

月に３回の活動をしており、地域の居場所となっていま
す。カラオケ、卓球、輪投げ、ゲームなど楽しい活動を
しています。団子やソバなど皆で食事を作って食事会を
開くこともあります。作り方を教え合い交流の場とも
なっており、その後は、皆さんで楽しく賑やかな食事で
楽しい時間を過ごしています。

№１



サロン名 いきいきサロン四季の会

開催日

時 間

第３（木）１３：00～１６：00

第１・３（月）１０：00～11：30

開催場所 隣保館

会員数 １３名

会 費 1,000円／年

一覧にもどる

活動紹介

第３木曜日の活動は、研修会や学習会を開催します。内
容は古河市の歴史を学んだり、社会保障や介護保険など
会員さんの興味がある内容で学び合っています。
第１・３月曜日の活動は、ぬり絵や折り紙、ラジオ体操
などを楽しい雰囲気の中で楽しく活動しています。
年間の活動には、地域の人との交流会やお楽しみ会もあ
りますよ！

№２



サロン名 いきいきサロン白ゆり会

開催日

時 間

第３金曜日

１１：００～１５：００

開催場所 旭町自治会議所

会員数 １７名

会 費 1,200円／年

一覧にもどる

活動紹介 №３

毎月第３金曜日に活動をしています。市の出前講座を活
用し、詐欺や認知症などの学びを深めたり、会員で調理
をして食事会などもしています。調理は草餅づくりやけ
んちん、赤飯などを会員同士で作り方などを教え・教わ
りながら楽しく活動をしています。



サロン名 いきいきサロン若原会

開催日

時 間

第２ 木曜日

９：３０～１２：３０

開催場所 原町自治会館

会員数 ３１名

会 費 ３００～５００円／月

一覧にもどる

活動紹介

年間を通じて様々な活動をしています。ものづくり、カ
ラオケによる合唱、ゲーム遊び、頭の体操、各種講話、
野外活動、大正琴による合唱、健康体操などを実施して
います。活動の際には会員の血圧測定、軽い運動、食事
などもしています。

№４



サロン名 きらくの会

開催日

時 間

毎月第１・３木曜日

１０：００～１３：００

開催場所 サークル館

会員数 １１名

会 費 1,000円／年

一覧にもどる

活動紹介

総和地区にあるサークル館で月２回開催しています。
体操や歌、学習会などをしています。お茶をしながらの
会話が弾んでいます。「終活」や最近読んだ本のことな
ど、会員皆で知識を深める場ともなっています。疲れた
ら「横になる」のも可！無理をしない居心地のよいサロ
ンです。

№５



サロン名 桜友クラブ

開催日

時 間

第２・４ 木曜日

第１・３ 金曜日

開催場所 桜町自治会館

会員数 ３４名

会 費 活動ごと

一覧にもどる

活動紹介

カラオケ・小物づくり・編み物など様々な活動をしてい
ます。教える人も教わる人も会員同士です。
楽しいい雰囲気の中で活動をしています。

№６



サロン名 いきいきサロンすみれ

開催日

時 間

第３ 木曜日

１１：００～１３：００

開催場所 原町自治会館

会員数 １３名

会 費 ３００円程度／１回

一覧にもどる

活動紹介

お花見・学習会・ゲーム・カラオケ・唄・飾り物の手づ
くりなど色々なことを年間計画を立てて行っています。
夏は盆踊りや太鼓の練習もしています。

№７



サロン名 台町いきいきサロン悠々の会

開催日

時 間

毎月、月・金曜日

10：00～１２：００

開催場所 台町自治会館

会員数 ４１名

会 費 1,200円／年

一覧にもどる

活動紹介

年間を通じて、クラフトづくり、ダンス、境内清掃、食
事会等々様々な活動をしています。会員同士で講師をし
て趣味などを共有しています。作ったクラフト作品は、
市の作品展に出品したり、みなさん意欲的です。

№８



サロン名 なでしこ会

開催日

時 間

第３ 水曜日

１０：００～１５：００

開催場所 旭自治会館

会員数 １５名

会 費 ３００円／月

一覧にもどる

活動紹介

お茶会・歓談・カラオケ・施設見学・旅行・お花見・町
内行事参加など様々な活動をみなさんで楽しく行ってい
ます。
会員同士で親睦を深められる場となっています。

№９



サロン名 いきいきサロン夢

開催日

時 間

毎月第２土曜日

９：００～１４：００

開催場所 新町公民館

会員数 ２２名

会 費 ー

一覧にもどる

活動紹介 №10

毎月第２土曜日に公民館に集まり、昼食を作って会員で
食事とカラオケを楽しんでいます。その他にもリハビリ
体操やカラオケ、輪投げをしたり、お薬講座なども開催
し学び合っています。



サロン名 ホットサロン

開催日

時 間

土曜日（月１回）

１３：００～１６：００

開催場所 会員宅(駒羽根)

会員数 １２名

会 費 ５00円／年

一覧にもどる

活動紹介

月１回の土曜日に、会員宅を会場に開催をしています。
場所は駒羽根の薬師町です。近所同士で定期的に集まり、
お茶会や会員の誕生会をしています。会員は女性６名、
男性４名で活動しています。最高齢は９３歳で、毎回楽
しみに参加されています！

№11



サロン名 緑町いきいきサロン

開催日

時 間

毎月第４金曜日

１０：００～１１：３０

開催場所 みどり丘ふれあいの家

会員数 ４５名

会 費 １００円／1回

一覧にもどる

活動紹介

みどり丘ふれあいの家で毎月１回開催しています。コー
ラスや踊り、フラダンス、バンド演奏、落語など得意な
方が披露をしてくれます。また、警察の講和を聴いたり
生活の知恵を得る場にもなっています。

№12



サロン名 いきいきサロンみゆき

開催日

時 間

毎月第３金曜日

９：００～１３：００

開催場所 原町自治会館

会員数 ２０名

会 費 ３００円程度／１回

一覧にもどる

活動紹介

唄とお話しが大好きな人たちです。
和気あいあいとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
時季的なイベント（お花見会・食事会等）も実施し会員
同士の交流を図っています。

№13



サロン名 桃ヶ里サロン桃花会

開催日

時 間

毎月第３日曜日

１０：００～１３：００

開催場所 桃ヶ里自治会館

会員数 １１名

会 費 １００円／１回

一覧にもどる

活動紹介

会員の健康、交流を深めるため、食事会、講習会、レク
リエーション等を行っています。その他にもサロンでは
血圧測定を行ったり、功労感謝の会への参加やこども会
とのふれあいなども行い楽しい活動をしています。

№14



サロン名 友遊会

開催日

時 間

毎週月～金曜日

９：１５～１２：００

開催場所 三和ふれあいスポーツ広場他

会員数 １６名

会 費 １，０００円／年

一覧にもどる

活動紹介

グランドゴルフをきっかけとして仲間づくりをしていま
す。グランドゴルフ以外にもお茶会やカラオケ、ボラン
ティア活動をしています。ほぼ毎日の活動です。朝早く
から体を動かすことが皆さんの健康の秘けつになってい
ます。

№15



サロン名 雷電１丁目自治会

いきいきサロン

開催日

時 間

第３土曜日

１０：００～１５：００

開催場所 雷電１丁目自治会館

会員数 ２１名

会 費 2,400円／年

一覧にもどる

活動紹介

毎月第３土曜日に午前と午後１日を通じて活動をしてい
ます。毎月様々な内容で、銭太鼓やシルバーリハビリ体
操、演奏会、編み物、クリスマス会等々楽しい活動をし
ています。

№16



サロン名 いきいきクラブ火曜会

開催日

時 間

第４火曜日

１０：００～１５：００

開催場所 古河老人センター

会員数 9名

会 費 500円／年

一覧にもどる

活動紹介

毎月第４火曜日に古河老人センターを会場に開催をして
います。会員の年齢層の幅もあり、年長者が野菜の作り
方や昔の話をしてくれたり学びの場となっています。
その他にもカラオケや散策、紙芝居、折り紙などをして
楽しんでいます。

№17



サロン名 ふれあいいきいきクラブ「西部」

開催日

時 間

毎月 第１ 土曜日

１０：００～１５：００

開催場所 諸川西部公民館

会員数 ６３６名

会 費 １００円／１回

一覧にもどる

活動紹介

毎月第１土曜日に諸川西部公民館で開催しています。
カラオケ・踊り・将棋・麻雀・体操・語らい等軽食をと
りながら素敵な時間を皆ですごしています。

№18



サロン名 ふれあいいきいきサロンさくら会

開催日

時 間

第２・４ 水曜日

１３：３０～

開催場所 雷電二丁目自治会館

会員数 １８名

会 費 ５００円／年

一覧にもどる

活動紹介 №19

主にシルバーリハビリ体操（介護予防）をしています。
その他にも随時情報交換や親睦を図ることを心掛けてい
ます。市の生涯学習指導者をお招きして会員で講座もう
けています。



サロン名 レヴィールエコステージ

古河ペットクラブ

開催日

時 間

第１日曜日

ー

開催場所 レヴィールエコステージ

古河エントランスホール

会員数 １８名

会 費 ５００円／月

一覧にもどる

活動紹介 №20

毎月第１日曜日にペットと触れ合える活動をしています。
ペットのしつけやマナーについて学んだり、お手入れ方
法、飼育方法等を会員同士で話をして親睦を深めていま
す。ペットを連れての戸外活動もあり楽しんでいます。



サロン名 菜の花会

開催日

時 間

毎月第１・３木曜日

10：00～１２：００

開催場所 代表者宅

会員数 ２０名

会 費 ２００円／１回

一覧にもどる

活動紹介

普段の活動として、輪投げ・卓球・健康体操・脳トレ・
勉強会・百人一首朗読など毎回バラエティな活動をして
います。皆で持ち寄った食材でバーベキューや食事会を
して楽しく交流をしています。

№21



サロン名 サロン紅

開催日

時 間

毎月第１・３水曜日

10：00～１１：３０

開催場所 町水海集落センター

会員数 ２４名

会 費 １，２００円／年

一覧にもどる

活動紹介

地域の居場所として楽しく活動をしています。主な活動
はシルバーリハビリ体操ですが、その他にも化粧講座、
ゲーム、クイズなど会員の興味のある講座なども行って
います。毎月会員の誕生日会も開催し賑やかに活動をし
ています。

№22



サロン名 わくわくサロン

開催日

時 間

毎月第２・４木曜日

９：３０～１２：００

開催場所 コミュニティセンター平和

会員数 ２７名

会 費 ３００円／月

一覧にもどる

活動紹介

健康づくり・趣味・レクリエーションに関する活動をし
ています。講師を迎えて防災や健康、美容などの会員が
興味のある講座を開催しています。年間を通じてバラエ
ティな活動があり、サロンに参加することにより生活の
知恵を得たり、地域に参加できる機会となっています。

№23



サロン名 さくら会

開催日

時 間

第３火曜日

１０：００～１２：００

開催場所 中田新田集会所

会員数 １５名

会 費 １００円／年

一覧にもどる

活動紹介

シルバーリハビリ体操を主な活動として、毎月集まって
います。体操の他にも茶話会などを通じて楽しく活動し
ています。

№24



サロン名 南町サロン

開催日

時 間

毎月第３木曜日

10：00～１２：００

開催場所 東牛谷南町集会所

会員数 １７名

会 費 １００円／1年

一覧にもどる

活動紹介

東牛谷南町集会所で毎月１回開催しています。主にシル
バーリハビリ体操を行い、日々の健康に気を使って活動
しています。また、食事会や茶話会なども開き楽しい時
間をみんなで過ごしています。

№25



サロン名 ふれあいいきいきサロン

和（やわら）の会

開催日

時 間

毎月第3金曜日

10：00～１２：００

開催場所 会員宅

会員数 ２２名

会 費 ５００円／1年

一覧にもどる

活動紹介

毎月第３金曜日、会員宅を会場に活動をしています。
シルバー体操や食事会、手芸教室、カラオケ大会などバ
ラエティな取り組みをして会員同士の親睦を深めていま
す。

№26



サロン名 諸川いきいきサロン

開催日

時 間

毎月第１・３木曜日

10：00～１２：００

開催場所 諸川公民館

会員数 ３９名

会 費 ー

一覧にもどる

活動紹介

毎月第１・３木曜日に諸川公民館で活動をしています。
輪投げ、スポーツ、カラオケ、ゲームやシルバーリハビ
リ体操、市からの出前講座など様々な活動をしています。
地域の交流と学びの場になっています。

№27



サロン名 松楽会

開催日

時 間

毎週火曜日

13:00～15:00

開催場所 松原自治会館

会員数 ２０名

会 費 ２００円／月

一覧にもどる

活動紹介

毎週火曜日に活動をしています。
歌の練習、カラオケ、茶話会、食事会など楽しく活動を
しています。会員同士の交流を深められるいい機会に
なっています。

№28



サロン名 コスモス会

開催日

時 間

毎月第１・３金曜日

開催場所 松原自治会館

会員数 １６名

会 費 ２００円／月

一覧にもどる

活動紹介

古河地区の松原町会館で活動をしています。シニア体操、
脳トレ、衛生講座などバラエティな活動をしています。
春にはお花見や地域の方が講師となり踊りをならったり
もしています。お茶をしながら賑やかにすごして情報交
換の場にもなっています。

№29



サロン名 サロンコスモス

開催日

時 間

毎週水・金曜日

開催場所 本田山公民館

会員数 １１名

会 費 １，０００円／年

一覧にもどる

活動紹介

頭と体を同時に使う、さわやかステップやコグニサイズ、
体操を中心に脳トレ、発声なども行っています。
毎回、お茶を飲みながらの談話も楽しい時間です。
近所の人の交流の場として、週2回開催しています。

№30



サロン名 いきいきサロン

スクエア・ステップクラブ

開催日

時 間

毎月第２・４月曜日

10：00～１２：００

開催場所 松原町自治会館

会員数 １５名

会 費 ２００円／月

一覧にもどる

活動紹介

毎月第２・４の月曜日に活動しています。
スクエア・ステップをご存知ですか？頭と体をつかう運
動です。高齢者になった時の転倒予防や認知症の予防に
いいと言われています。地域の敬老会にも参加をして活
動しています。

№31



サロン名 カトレア

開催日

時 間

第１・３火曜日

１０：００～１１：３０

開催場所 葛生集落センター

会員数 ２５

会 費 １，０００円／年

一覧にもどる

活動紹介 №32

主に同じ地域の仲間が集まってシルバーリハビリ体操を
中心に活動をしています。体操のあとは、体も頭もスッ
キリな気分になります。その他にも脳トレやカラオケ、
プレゼント交換などを会員同士で楽しく活動をしていま
す。



サロン名 いきいきサロン

認ともカフェ

開催日

時 間

第４金曜日

１０：００～１４：００

開催場所 福祉の森会館

会員数 ３２

会 費 １００円／回

一覧にもどる

活動紹介 №33

物忘れが気になりました方たちやまたその家族が気軽に
立ち寄れる憩いの場、交流の場です。
体を動かし、昔懐かしい歌を合唱したり交流を図ってい
ます。コーヒーなどのお茶も飲めますよ！



サロン名 ラジオ体操いきいきサロン

開催日

時 間

毎日

６：１５～７：００

開催場所 雷電２丁目自治会館

会員数 ２０名

会 費 ５００円／年

一覧にもどる

活動紹介

雨の日以外、ほぼ毎日開催しているサロンです。ラジオ
体操の時間に合わせて６：３０からスタートしています。
１０年以上続いている活動で、見守り・地域交流・生き
がいなどの様々な要素があるサロンです。楽しい一日の
スタートとして朝から有意義な時間を過ごしています。

№34



サロン名 すみれ会いきいきサロン

開催日

時 間

毎月第１・３火曜日

１０：００～１１：３０

開催場所 緑町自治会館

会員数 １２名

会 費 １００円／年

一覧にもどる

活動紹介

キーボードの伴奏に合わせて会員みんなで楽しく童謡を
歌っています。時には慰問にも行き、訪問先の人たちと
一緒に歌を通じての交流をしています。
会員同士とても仲が良く、歌の練習の後に食事会をする
こともあります。

№35



サロン名 東原いきいきサロン

開催日

時 間

毎月第３火曜日

１０：００～１１：３０

開催場所 原町会議所

会員数 ２７名

会 費 １００円／月

一覧にもどる

活動紹介

高齢者体操や出前講座を会員さんと体験をしています。
そば打ちや海苔巻き、季節のご飯などを毎回つくってい
ます。食べながら会員同士でたのしく交流をしています。

№36



サロン名 菜の花グループ

開催日

時 間

毎月第１水曜日

10：30～１２：００

開催場所 スペースU 会議室

会員数 １９名

会 費 １，０００円／年

一覧にもどる

活動紹介

地域の高齢者の見守りをしながら様々な講座や野外活動
活動、市の行事への参加をしています。
講座は、傾聴や中国語、古河市の歴史など会員が興味の
あるものを開催して、会員自身の向上をめざし活動して
います。

№37



サロン名 活き活きサロン「スマイル」

開催日

時 間

毎週火・金

学習会は随時

開催場所 ユーチャリス事務所他

会員数 １８名

会 費 １００円／月

一覧にもどる

活動紹介

毎週火曜日にテニス、金曜日はヨガ、学習会を随時実施
しているサロンです。学習会はボランティアについて、
マナーについて、生き方についてなど様々なテーマで実
施しています。

№38



サロン名 麺づくりクラブ

開催日

時 間

毎月第一月曜日

１０：００～１２：００

開催場所 桜町自治会館

会員数 ８名

会 費 1,000円／年

一覧にもどる

活動紹介

平成２９年５月に設立されたサロンです。毎月１回地域
の自治会館に仲間が集まりうどんやそばを作って活動し
ています。
うどんやそばは手打ちでサロン名の通り「麺づくり」か
らの作業です。材料や道具を会員の皆さんで持ち寄って、
麺うちを通じて会員同士の交流しています。もちろん最
後は皆さんで食べて、わいわいと楽しい時間をすごされ
ています。

№39



サロン名 いきいきサロン

はなみずき会

開催日

時 間

毎週土曜日

１０：００～１２：００

開催場所 みずきの街集会所

会員数 １７名

会 費 １00円／月

一覧にもどる

活動紹介

みずきの街集会所で毎週土曜日開催しています。
シルバー体操を中心に活動をしています。
夏の時期のは暑気払いとして昼食会やゲームなどをして
交流を深めています。

№40



サロン名 いきいきサロンつくしの会

開催日

時 間

毎月第２・４木曜日

１１：００～１２：００

開催場所 松原公民館

会員数 １９名

会 費 ５00円／年

一覧にもどる

活動紹介

平成３０年度に出来たサロンで三和地区の松原公民館で
活動しています。本格的なルールに則り楽しく活動され
ています。輪投げの他にもお茶を飲んだり、会話をした
り情報交換の場にもなっています。男性も多いさろんで
すのでぜひ興味のある方は参加してください！

№41



サロン名 らくらく会

開催日

時 間

毎月最終火曜日

１０：００～１２：００

開催場所 下山２丁目会議所

会員数 ２４名

会 費 ２００円／回

一覧にもどる

活動紹介

体操や歌、口腔ケアなど健康的に生活するため、みんな
で仲良く楽しく活動しています。訪問した日は折り紙で
創作活動を行っていました。

№42



サロン名 ふれあいサロン若草読書会

開催日

時 間

毎月第４金曜日

１０：００～１２：００

開催場所 下山２丁目会議所

会員数 ２４名

会 費 ２００円／回

一覧にもどる

活動紹介 №43

毎月第４金曜日に隣保館や近所の喫茶店を利用して読書
会を行っています。同じ本、または各々好きな本を読ん
で意見交換をしたり、本の紹介をしたり楽しく活動をし
ています。知識も深められる場となっています。



サロン名 さくらんぼの会

開催日

時 間

第４月曜日

１０：００～１２：００

開催場所 静町会議所

会員数 １１名

会 費 １，０００円／年

一覧にもどる

活動紹介 №44
毎月第４月曜日に活動しています。静町会議所を拠点に
ウォーキングや野外活動、発声練習（嚥下の発音）
などの活動をしています。ウォーキングでは市内の寺巡
りや歴史探索など学びも深めています。



サロン名 おしゃべりサロン

開催日

時 間

毎月１５日

１０：００～１３：００

開催場所 前林公民館

会員数 ２３名

会 費 １００円／１回

一覧にもどる

活動紹介

地域のお年寄りが公民館に集い近況報告や出来事などを
お茶をしながら語り合ったり、カラオケを楽しんだり一
日を過ごしています

№45



サロン名 平成ウォーキング

開催日

時 間

月～金曜日

２０：００～２１：３０

開催場所 上大野日の出生活支援センター

会員数 １２名

会 費 ２，０００円/年

一覧にもどる

活動紹介 №46
毎週月～金曜日の夜８時からセンターに集合ウォー
キングに出発します。
ウオーキング中は話題満載でストレス解消の源と
なっています。数カ月に１回ミーティングを兼ねた
お茶飲み会をしたり、日帰り旅行などの交流も深め
ています。



サロン名 いきいきシニアクラブ

開催日

時 間

毎月第3水曜日

ー

開催場所 みどり野行政区集会所

会員数 ３２名

会 費 500円／年

一覧にもどる

活動紹介 №47

毎月第３水曜日に活動されていて食事会、出前講座、七福神め
ぐりなど楽しいイベントを企画しています。
仲のいいお仲間同士で、花もいっぱいある集会場で、美味しい
ものを食べながら楽しく活動しています。



サロン名 いきいきクラブ「月・木会」

開催日

時 間

毎週 月・火・木・日

８：００～１５：００

開催場所 新東諸川公民館

産業技術専門学院跡グラウンド

会員数 ６０名

会 費 500円／年

一覧にもどる

活動紹介

いきいきクラブ「月・木会」という名前ですが、週４日
開催しています。グランドゴルフ以外にも食事会やカラ
オケ大会などをしています。
体を動かしながら皆さん元気に活動しています。

№48



サロン名 いきいきサロン釈迦GGクラブ

開催日

時 間

毎週 月水金

９：３０～１２：００

開催場所 せせらぎの里

会員数 １１名

会 費 ５００円／年

一覧にもどる

活動紹介

スポーツをきっかけに仲間づくりをしています。特にグ
ランドゴルフは週３回の活動です。
体を動かすことが元気の源になっています。

№49



サロン名 梅の会

開催日

時 間

第１・３ 木曜日

１１：００～１６：００

開催場所 代表者宅・諸川西部公民館

会員数 １０名

会 費 ２００円程度／１回

一覧にもどる

活動紹介

唄とお話しが大好きな人たちです。
和気あいあいとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
時季的なイベント（お花見会・食事会等）も実施してい
ます。

№50



サロン名 ふれあいひまわり

いきいきサロン

開催日

時 間

第２・４木曜日

１０：００～１２：００

開催場所 八幡町公民館

会員数 ２０名

会 費 ２００円／年

一覧にもどる

活動紹介 №51

高齢者のひきこもりをなくしましょう！
みんなで楽しく手や足を動かしましょう！
ラジオ体操や簡単な踊りをしたり、みんなで「わいわいがやが
や」楽しいおしゃべりをしています！



サロン名 さつきの会

開催日

時 間

毎週木曜日

９：３０～１２：００

開催場所 前新田公民館

会員数 ９名

会 費 １，０００円／月

一覧にもどる

活動紹介 №52

第４木曜日に前新田公民館を会場にストレッチ、健康太
極拳、手工芸などの活動をしています。
健康太極拳は文化祭発表もしています。会食もしており、
会員同士の交流も図っています。



サロン名 フレンドサロン

開催日

時 間

第３日曜日

１３：００～１６：００

開催場所 南間中橋公民館

会員数 ６名

会 費 １7００円／月

一覧にもどる

活動紹介 №53

第３日曜日に南間中橋公民館でシルバーリハビリ体操や
介護サポーター、出前講座、カラオケ、お茶のみなど
様々な活動をしており、会員同士の交流と学びを深めら
れるサロンです。



サロン名 いきいきサロンひまわり

開催日

時 間

第１金曜日

１０：００～１２：００

開催場所
三和地域交流センター

コスモスプラザ

会員数 １３名

会 費 ５００円／回

一覧にもどる

活動紹介 №54

里山の活動を通じて会員相互の親睦を深めなおかつ、文
化的交流やスポーツ等を目的に活動しています。



サロン名 いきいきクラブ草友会

開催日

時 間

毎週月・木曜日

９：００～１２：００

開催場所 新東諸川公民館

会員数 １９名

会 費 ５００円／年

一覧にもどる

活動紹介 №55

グラウンドゴルフを通じて、旅行会、食事会、カラオケ、
ボランティア、美化運動、公園の清掃などで活動してい
ます。また、声掛け運動なども行政区と共に実施してい
ます。


