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ふれあい・いきいきサロン一覧（27 年度） ① 社会福祉協議会ボランティアセンター 042-648-5776 

 
  

サロン名 活動日 開場時間 開催場所 開催場所の住所

1 いるかの会 第2・第4水 10：00～15：00 川口町中部会館 川口町921

2 風の会茶話室 第1木 10：00～15：00 めじろ台会館 めじろ台2-52-1

3 犬目ふれあい広場ひまわり 第3水 10：00～15：00 犬目会館 犬目町863

4 あすなろ会 第2金･第3水 13：30～15：30 川口東部会館 川口町1970-1

5 我笑会 第3木 13：00～15：00 川口市民センター 川口町3838

6 船田ひだまり会 第2金・第4木 13：00～15：00 船田町会会館 長房町254

7 長房西団地ひだまり会 第2木 13：00～15：00 長房団地第2集会所 長房町588

8 水崎ひだまり喫茶の会 第1木 10：00～13：00 水崎町町会会館 長房町18

9 八王子青春の会 第1水・第3水 13：30～15：00 長房ふれあい館
長房町588都営長房西１号

棟１階

10 松が谷福祉の会まつぼっくり

52番地　第1火

30番地　第2月

49番地　第3月
やまぼうし　第4金

52番地

10：00～11：30

30番地

13：30～15：30

49番地

13：30～15：30

やまぼうし

13：30～15：30

52番地集会所

30番地集会所

49番地集会所

やまぼうし

松が谷

11 ふれあい清川
第2水

第4水

10：00～14：00

14：00～16：00

清川町自治会館

YOU＆I
清川町35-1

12 ふらっとサロン 第3水 13：30～15：30 片倉時田ホール 片倉町102-4

13 いこいの談話室
第1木

第2月
10：00～12：00

エミネンス長池南団地

集会所

ヴェルデ秋葉台集会所

別所2-9-3

別所2-10-5

14 さざんかクラブ 第3月 13：30～15：30 青陽園地域交流スペース 川口町1543

15 たかね陽だまりサロン 第3月 13：30～15：30 高嶺団地自治会館 絹ヶ丘3-16-5

16 ふれあい喫茶ポラーノ 第3土 13：00～15：00 絹ヶ丘１丁目自治会館 絹ヶ丘1-5-7

17 お元気クラブ 第2火 10：00～11：30 台町市民センター 台町3-20-1

18 ふれあいサロン中野 第2金 13：00～15：00 東二町会ふれあいホール 中野山王1-8-8

19 滝山サロン 第3水 13：00～16：00 丸山町滝山台自治会館 丸山町1-8

20 柚子の会 第2水 10：00～12：00 長池公園自然館 別所2-58

21 片倉台ふれあい・いきいきｻﾛﾝ 第4木 13：30～15：30 片倉台自治会館 片倉町1221-25

22 追分ふれあいサロン 第2日 14：00～16：00 追分町会館 追分町10-16

23 いちょう・くらぶ 第4木 13：30～15：30 千人町２丁目会館 千人町2-7-10

24 健やか宝笑会 第4木 13：30～15：30 宝生寺団地第一自治会館 西寺方町1019-193

25 大和田ひだまり会 第4金 13：30～15：30
地域包括支援センター

ゆうゆう会議室
大和田町6-17-12

26 日吉ふれあい・憩いの会 毎月20日 10：00～12：00 日吉町１丁目会館 日吉町19-17

27 元本郷ふれあい喫茶 第3水 10：00～12：00 元本郷町１丁目会館 元本郷町1-23-13

28 石川サロンやすらぎ 第3火 13：00～15：00 石川団地集会所 石川町1920-1-8号棟

29 いきいき長沼サロン 第1木 13：30～16：30 長沼春日会館 長沼町1246

30 館町団地福祉支援ネットワーク 第2・第4土 10：00～15：30 館町会館 館町1848-7

31 寺田ほっとサロン 第4金 14：00～16：00
グリーンヒル寺田

　101号棟集会所
寺田町432-101

32 陽光台サロン 第4土 13：30～17：00 多摩陽光台自治会集会所 東中野293-49

33 鑓水サロン 第３火 13：30～15：00 トミンハイム鑓水集会所 鑓水2-82

34 粟の須なごみサロン 第1土・第3日 10：00～12：00 小宮なごみの家 小宮1109-8

35 みなみ野ふれあいサロン 第1・第3火 13：30～16：00 みなみ野シティ会館  七国4丁目ー1
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ふれあい・いきいきサロン一覧（27 年度） ② 社会福祉協議会ボランティアセンター 042-648-5776 

 
  

サロン名 活動日 開場時間 開催場所 開催場所の住所

36 いきいきサロン「やすらぎ」会

第1月

第3月

13:30～15：30

エミネンス長池ギャラリーピット

集会所生涯学習

センター南大沢分室

別所2-11-6

南大沢2-27

37 ふれあいサロンけやき 第1木 13：00～15：00 中散田町会会館 散田町4-12-1

38 レモンの会
第2金

第1土・第3金

13：00～15：00

10：00～11：30

本町二丁目会館

いちょうホール

本町28-4

本町24-1

39 柚木の会 第1・第3木 13：00～16：00 由木中央市民センター 下柚木648

40 モバイルケアーとサロンの集い 毎週土 13：00～16：00 摺指町会会館 裏高尾町地先

41 サロンゆきやなぎ 第2・第4土 13：00～16：00
グリーンコープ鹿島内

　集会所
鹿島22-1

42 フェアヒルズ交流サロン 第4土 13：30～15：30
フェアヒルズ南大沢

　マンション共用棟
松木80-7

43 サロン和楽三田 第4木 10：00～12：00 三田町会会館 東浅川町521-3

44 喫茶室オリーブ
第2土

第3月
13：00～15：00

馬場谷戸会館

宮崎　宅

左入町528-2

左入町543

45
めじろ台安心ねっと

　ふれあいｻﾛﾝ

第2日

第1日・第3木

13：00～15：00

10：00～17：00
めじろ台町会第１会館 めじろ台4-12-1

46 お茶のみ水大学 第1月 13：30～15：30 台町４丁目会館 台町4-23-12

47 北野台ふれあい喫茶室 第1・第3金 10：00～15：00 北野台自治会館 北野台4-25-1

48 いきいき喫茶ゆりのき
第1月

第3土

 9：30～11：30

13：00～15：00
ゆりのき台自治会館 館町2300-404

49 あったかサロン 第３水 13：30～16：00 明神町会館 明神町1-26-10

50 山田こぶしの会 第2水 10：00～12：00 八王子市山田会館 山田町1662-1

51 南陽台レククラブ 第2・第4火 10：00～12：00 南陽台自治会館 南陽台2-9-14

52 いきいきサロン東四会館 第3木 10：00～12：00 中野上町東四会館 中野上町2-2-5

53 ことぶきサロン 第2火・第4木 14：00～16：00 鑓水団地集会所 鑓水2-73

54 石川サロン 第2火 13：30～15：30 石川市民センター 石川町438

55 甲の原サロン 第1金 13：00～15：00 中野町甲和会館 中野町2546

56 サロンリンクソシエ 第2・第4水 13：30～15：30
ﾘﾝｸｿｼｴ南大沢1階

　ﾊﾟｰﾃｨｰﾙｰﾑ

鑓水2-81-2

　リンクソシエ南大沢

57 サロンフレンドリー 第3水 14：00～16：00
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ寺田第一管理

　組合34号棟集会所
寺田町432-34

58 ひまわりサロン【長房】 第3月 13：00～16：00 北団地東集会所 長房町719

59 めぐみ野会 第2土 13：00～16：00
由木めぐみ野管理組合

　集会所
下柚木1640

60 ふれあいサロン五月 第4水 10：00～12：00 さつき会館 中野上町3-38-7

61 サロンなごみ 第2金 13：00～15：00
多摩ニュータウン

　都営別所団地集会所
別所2-22

62 ノナ・シニアサロン 第2・第4水 13：00～17：00 ノナ団地B集会所 別所2-21

63 わいわいサロン 毎週月～土 14：00～16：00 横川町住宅ﾜｲﾜｲｼｰ
横川町108

　横川町住宅8-1-4

64 みんなのサロン長房 第1・第3土 11：00～14：00 長房西団地西集会所 長房町588

65 サロンつくしんぼ 第1土・第3水 13：00～15：00 大和田団地新集会所 大和田町1-1

66 中郷ひだまり会 第1木 11：00～14：00 東照寺（長房町） 長房町1267

67 さろんあいあいの会 第3土 13：30～15：30
八王子市

　ボランティアセンター
元横山町1-29-3

68 本町なでしこの会
第3水

第4水

13：00～15：00

10：00～11：30
本町三丁目会館 本町28-4

69 サロンとちの木 第4水 13：30～15：30 鹿島３番地集会所 鹿島3番地

70 いずみサロン 第1金 13：30～15：00 泉町住宅供給公社集会所 泉町688

71 すみれの会 第2水 12：00～14：00
中野アパート自治会

　第2集会所
中野山王3-22-1

72 元本郷なごみクラブ 土 主に午後 元本郷なごみ会会館 元本郷町3-18-9

73 あったかひろば 第2土 10：00～12：00 狭間住宅集会所 狭間町1464-1

74 長沼サロン　「おもだか」 第2火 14：00～15：30 長沼日程会館 長沼町134-279

75 コミュニティサロンみどりの会
第2土

第4土

10：00～12：00

17：00～19：00

コーシャハイム八王子

　緑町集会所
緑町120-3
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常設サロン一覧（27 年度） 

 

 
  

サロン名 活動日 開場時間 開催場所 開催場所の住所

76 蓮生寺団地ふれあいクラブ 第3土 10：00～12：00 蓮生寺団地集会所 別所1-29

77
高尾ﾊﾟｰｸﾊｲﾂA棟

　ｱﾌﾀﾇｰﾝｻﾛﾝ
第4木 11：00～14：00

高尾パークハイツA棟

　3階集会室
初沢町1227-4-A

78 ひまわりサロン【中野山王】 第2月 13：00～15：00 中野団地第4集会所 中野山王3-18

79
学園一番街

　コミュニティーサロン
主に木 10：00～12：00

学園一番街

　コミュニティーセンター
上柚木3-3

80 多賀ふれあいサロン 第3火 13：30～15：30 特定非営利活動法人木馬 元本郷町3-17-13

81
犬目西部地区

　ふれあいサロンたんぽぽ
第4水 13：30～16：30 犬目西部分会館 犬目町

82 大和田絆の会
第1木

第3木

13：30～16：00

18：00～20：30
大和田市民センター 大和田町5-9-1

83 西アパート・サロン 第3金 10：00～12：00 長房西アパート第六集会室 長房町588

84
ふれあい・いきいきサロン

　「一本松」

第1・第3土

第1・第2・第3水

10：00～16：00

13：00～16：00
旧橋本吉弘宅 楢原町428-1

85 ル・クールふれあいサロン 第1火 10：00～12：00
ルクール八王子みなみ野

　3階キッチンスタジアム
みなみ野1-8-3

86 サロンはっぴっぴー 第1火 10：00～11：30 大正琴広場 八幡町12-2

87 日なたぼっこの会 第１月・第3木 13：30～16：00 松子舞団地自治会館 元八王子1-240-44

88 ふれあい174
月1回

主に土又は日
12：00～16：00

グリーンタウン高尾団地

　管理組合法人集会所
川町244-277

89 サロンいっぷく 毎月10日 10：00～12：00 上川中部会館 上川町3488

90 サロンコーポ 第４土 10：00～12：00 めじろ台コーポラス集会所 狭間町1450-1

91 おでかけサロンさつき野
第１木

第３金

12：00～14：00

13：00～15：00
さつき野集会所 横川町829-16

92 ふれあいカフェ もみじ 火・木 10：00～16：00
紅葉台住宅内（狭間町0944-

416）
狭間町0944-416

93 活き活きサロン 第１・第３金 13：30～16：00
上野町２丁目町会

　ふれあい会館
上野町90-8

94 サロン野猿峠 主に第２・第４火 13：00～16：00 どんぐり会所 絹ヶ丘3-55-1

95 Bテラス・さろん「ふじ」 第４月 14：00～16：00 Bテラス集会所 松が谷20-28

96 サロン・ド・ミライ 第１・第３月 9：00～12：00 ホームタウン松木集会所 松木431-3

97 銀の会 毎月１回・水 9：00～12：00
ヴェルディールみなみ野

　集会室または由井市民

　センターみなみ野分館

みなみ野1-11

98 片倉トークサロン 第４金 13：00～15：00 片倉記念館 片倉町717-3

99 かたらいカフェ石川 火・木・金 12：00～15：00 石川事務所２階 石川町481

100 いちえ会 第4水 13：00～15：00
レジデンアシアみなみ野

　デュアルラウンジ
兵衛1-3-5

101 サロン・ド・ベリコリーヌ
第2木

第3木

10：00～12：00

13：00～16：00
ベリコリーヌ集会所 南大沢5-13-2

102 サロンなでしこ
第1月

第３木

13：00～15：00

10：00～12：00
上柚木団地集会所 上柚木3-16-120

103 シックス倶楽部 第2・第4水 13：00～17：00 松が谷6番地住宅集会所 松が谷6-5

104 いきいきサロン「コスモス」 第1月・第3水 13：30～15：30 川口南会館 川口町1542-7

105 いきいきサロンどんぐり喫茶 第1水・第2月 10：00～15：00
都立小山内裏公園

　パークセンター
町田市小山ヶ丘4-4

サロン名 活動日 時間 場所 場所の住所

1 横五ふれあいいきいきサロン
週3回

月・水・金

2時間30分

9：00～11：30
横川5丁目町会会館 横川町628-22

2 富士見ふれあいサロン
週4回

月・水・木・土

2～6時間

月10：00～12：00

水10：00～16：00

富士見町自治会館 富士見町6-7

3 きよぴー
週5回

曜日不定期

5時間

11：00～16：00
YOU&I（商店街空店舗） 清川町22-3

4 いきいきクラブ 週7回
6時間

10：00～16：00
高尾台テラス 元八王子3-2750-548

5 ふらっとカフェ
週5回

月・火・水・木・金

6時間

10：00～16：00

シルバーふらっと

相談室舘が丘相談室内
館町1097舘ヶ丘団地2-5-101
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（８）シニアクラブ 

平成２７年６月現在 (１７支部 １３２の単位クラブ) 
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＊ 八王子市ふれあい・いききサロンの設立・ご参加について 

ふれあい・いききサロンの設立およびご参加については下記へお問い合わせください。 
一覧表には個人情報の関係上、電話番号の記載はありません。 
 
社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会  
八王子市ボランティアセンター 地域福祉推進担当 

 
八王子市元横山町 1-29-3 
電 話 ： 042-648-5776 
ＦＡＸ ： 042-648-6332 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊シニアクラブとは 

シニアクラブとは、おおむね６０歳以上の方が、町会・自治会単位ほどの生活圏の中で、自主的

に組織した団体です。 

八王子市が考えているクラブの設置目的・運営方針は、地域で生活するおおむね６０歳以上の

方が、知識や経験を生かし、様々な活動を通して、自らの生がいづくりや健康づくりに取り組み、生

活を豊かにするとともに、地域コミュニティの形成や社会貢献・世代間交流等に取り組み、地域の課

題を解決していくことで、いきいきとした地域社会の実現に役立てることです。 

 

 

＊活動をするためのハンドブックを用意してあります。 

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/ 

_files/000/000/048/235/handbook2.pdf 

 
八王子市福祉部高齢者いきいき課 
042-620-7243 
 
 

 
 
 
 
  

八王子市ふれあい・いきいきサロン支援事業は、高齢者自らが居住する生

活圏の中で、誰もが気軽に参加でき、高齢者同士又は世代を超えた仲間づ

くりの場を提供するサロン活動を自主的に運営する団体を支援し、活動を

活性化することで、高齢者の外出機会を増加させ、孤独感や引きこもりの

解消につなげ、地域社会における健康でいきいきとした生活の実現を図る

ための事業です。 
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大学ボランティアセンター・学生サポートセンターの 

ボランティアサークル活動のご紹介 

 

＊八王子地域の大学には、学生のボランティアサークルが活発に活動しており、各大学では学

生のボランティア活動を積極的に支援しています。 

学生と協働の際は、直接大学にお問合せください。 

 

 

  

大学名 内       容 

首 都 大 学

東京 

○首都大学東京ボランティアセンター 

（首都大学東京南大沢キャンパス １号館１階）開室時間 平日 9 時～17 時 45 分 

192-0397 八王子市南大沢 1-1  TEL/FAX 042-677-1354 

HP url:  http://www. gs.tmu.ac.jp/gakuseika/12_volunteer/ 

E-Mail:  tmu-volunteer@jmj.tmu.ac.jp 

創価大学 

○ボランティアセンター設立準備中 

192-8577 八王子市丹木町 1-236 TEL042-691-2211 

中央教育棟 1 階学生課内ボランティア情報窓口 

授業実施日の月水金 12:10～14:10 （時間に変動あり） 

TEL 042-691-2205  042-691-9475 

拓殖大学 

○八王子総合支援室 

193-0985 八王子市館町 815-1 

TEL042-692-0326 

中央大学 

○中央大学ボランティアセンター 

（多摩キャンパス 6 号館地下 1 階 学生課内）月～金 9 時～17 時 

192-0393 八王子市東中野 742-1  

TEL042-674-3487・FAX042-674-3469 

HP url:  http://www.chuo-u.ac.jp/usr/volunteer/overview/ 

東 京 純 心

大学 

○東京純心大学ボランティアセンター 

192-0011 八王子市滝山町 2-600 

TEL042-692-0326 

東 京 薬 科

大学 

○東京薬科大学 学生サポートセンター 

192-0392 八王子市堀之内 1432-1 

TEL042-676-5111 

法政大学 

 

○多摩ボランティアセンター 

（多摩キャンパス EGGDOME 2 階）平日 9：00‐11：30/12:30‐17：00 

194-0298 町田市相原町 4342   

TEL042-783-2074  E-mail : tama-VC@hosei.ac.jp  

HP url: http://www.hosei.ac.jp/volunteer/about/ 

 

明星大学 

 

○明星大学ボランティアセンター 

191-8506 日野市程久保 2-1-1 

TEL 042-591-6231 FAX 042-591-6261 

E- mailkiravo@gad.meisei-u.ac.j 
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「活き生きハンドブック」（２ページの団体）・分類表 
 

  
ページ 　　団　　体　　名

社会参加
・活動

生活支援

8 エンツリー ○ ○

10 片倉台福祉ネットワーク ○ ○

12 からまつ ○ ○

14 環境活動センター八王子 ○

16 絹ヶ丘一丁目自治会 絹一ふれあいネットワーク ○ ○

18 きよピー（清川ハッピーステーション） ○ ○

20 くるみ ○

22 ケアセンター八王子 ○ ○

24 はびるす ○

26 声掛け助け合いセンター館ヶ丘 ○ ○

28 シニアネットクラブ 八王子教室 ○ ○

30 市民ユニットりぼん ○

32 情報ボランティアの会・八王子 ○ ○

34 食事サービス加多厨 ○

36 館ケ丘自治会 ○ ○

38 多摩健康生きがいづくりアドバイザー協議会 ○

40 長寿社会を考える会 ○

42 花水木　デイサービスはなみづき ○

44 東京都社会福祉事業団 東京都八王子福祉園 ○

46 東京八王子ワイズメンズクラブ ○

48 なみき福祉会 ○

50 南陽台自治会 ○

52 南陽台地域福祉センター ○

54 八王子アイデア発明研究会 ○ ○

56 八王子是（おこし）市民の会 ○

58 八王子市市民活動支援センター ○

60 八王子自治研究センター ○

62 八王子市民活動協議会 ○

64 八王子生涯学習コーディネーター会 ○ ○

66 八王子シルバー人材センター ○ ○

68 八王子住まいづくり市民塾 ○

70 八王子市レクリエーション協会 ○ ○

72 八王子センター元気（八王子市高齢者活動コーディネートセンター） ○ ○

74 八王子保険生活協同組合（通称：はちせい） ○ ○

76 八王子社会福祉協議会ボランティアセンター ○ ○

78 発達凸凹サポートデザインかたつむり ○ ○

80 蕗の会 ○

82 フュージョン長池 ○ ○

84 幹福祉会 ケア八王子 ○

86 美薗会 ○

88 みつい台ふれあい会 ○ ○

90 めじろ台安心ネット ○ ○

92 めじろむつみクラブ(MMC） ○ ○

94 ゆぎの里 ○

96 らいふねっともえ ○

98 若駒ライフサポート ○

100 わたぼうし（八王子ケアラーズカフェ） ○ ○
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「活き生きハンドブック」（１ページの団体）・分類表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ページ 　　団　　体　　名
社会参加

・活動
生活支援

102 アレルギーっ子・元気っ子の会 ○

103 草の根メディエーションの会(和解支援・対話調停） ○

104 滝山城跡群・自然と歴史を守る会 ○

105 地域医療・福祉の明日を考える会 ○

106 八王子社会福祉協議会地域福祉推進拠点石川 ○ ○

107 著作権推進会議 ○

108 トータルケアサービスエオラ八王子 ○

109 日本ウェルネット ○

110 ネバーランド ○

111 八王子お手玉の会 ○

112 八王子赤十字奉仕団 ○

113 八王子要約筆記サークルそらの会 ○

114 百歳長寿　明日をひらく中高年の会 ○

115 福祉サービスハウスゆう ○

116 ふらっとカフェ ○

117 南大沢音訳の会「こだま」 ○

118 悠楽 ○

119 夢あるまちづくり協議会 ○
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 メ モ 
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―― 編 集 ―― 
 

特定非営利活動法人 八王子市民活動協議会 

政策研究部 絆プロジェクト 

〇実行委員会（５０音順） 

委員長 石井利一（特定非営利活動法人 八王子市民活動協議会 理事長） 

委 員 大倉民江（特定非営利活動法人地域医療・福祉の明日を考える会 理事長） 

尾嵜敏夫（社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会ボランティアセンター長） 

塩澤迪夫（特定非営利活動法人 八王子市レクリエーション協会 副理事長） 

藤岡一昭（一般社団法人 八王子自治研究センタ― 理事長） 

〇プロジェクトメンバー（５０音順） 

浅野里恵子、石田知己、植村昇、大福族生、加藤晋次郎、兒嶋直子、斎藤健、 

佐々木圭介、塩沢迪夫、添田繁實、武田康男、田中俊光、根本恵子、廣川英資、 

堀内進一、山田弥生 

〇協力 八王子市福祉部高齢者いきいき課 

 

「活き生きハンドブック」のＵＲＬ 

  http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/kiduna/db 
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