
サロン名 開催場所 地区 頻度 開催日

1 新倉あすなろ会 新倉集会所 ３芦安 月１回 第3月

2 すこやかサロン 徳永集落センター 1八田 月１回 第2金

3 和の会 榎原集落センター 1八田 月１回 第4木

4 野牛島ひまわり会 憩の家 1八田 月１回 第2木

5 さくらんぼ会 榎原集落センター 1八田 月1回 不定期

6 飯野3区すみれ会 飯野3区公会堂 2白根 月1回 30日

7 飯野8区いきいきサロン 飯野8区公民館 2白根 月1回 第2か３月

8 さざんかの会 源西区公民館 2白根 月１、2回（農繁期休） 不定期

9 池の端いきいきサロン 老人いこいの家 2白根 月1回 不定期

10 上今諏訪ふれあい集会 上今諏訪集落センター 2白根 月1回８農繁期休） 第2水

11 北新田ひまわりサロン 北新田ふれあい館 2白根 月1回 第2か３火

12 さくら会 百々1区公会堂 2白根 月1回 第2木

13 すみれ会 下耕地公会堂 2白根 月1回（農繁期休） 第2火

14 御勅使サロン 御勅使公民館 2白根 月1回 第4火

15 きぼう 南アルプス市健康福祉センター 2白根 月1回 不定期

16 飯野9区ふれあいサロン 飯野9区公会堂 2白根 月1回 主に15日

17 クロッカスの会 百々公民館 2白根 月1回 第3月

18 鏡中条上村区ふれあいサロン 鏡中条公民館 4若草 月１、2回 第4水

19 加賀美ふれあいサロン 加賀美いこいの家 4若草 月1回　 第3水

20 下村区ふれあいいきいきサロン 鏡中条公民館 4若草 月1回　 第3水

21 寺部ふれあいサロン 寺部ふれあいサロン 4若草 月2回 第2、３月

22 藤田なかよしサロン 藤田集落センター 4若草 月1回 第2木

23 十日市場ふれあいサロン 十日市場ふれあいセンター 4若草 月1回 第3水

24 下今井ふれあいサロン 下今井ふれあいセンター 4若草 月1回（　9～3月週1回） 金　不定期

25 上宮地ふれあいサロン 上宮地公会堂 5櫛形 月1回 第3水

26 おしゃべりサロン 富士見町集会所 5櫛形 月1回 第3木

27 寿衣の会サロン すこやか八幡館 5櫛形 月1回
第1火、
第3水（お

28 ひだまり会 すこやか八幡館 5櫛形 月1回 不定期

29 南アルプスLOCO 芦安高齢者コミュニティセンター‐ ３芦安 月1回 不定期

30 枇杷ヶ池いきいきサロン 枇杷ヶ池公会堂 5櫛形 月1回 第4水

31 曲輪田ふれあいサロン　いこい 曲輪田公会堂 5櫛形 月1回 第3土

32 山寺ふれあいサロンあじさい 山寺公会堂 5櫛形 月1回 主に20日

33 平岡ふれあいサロンゆずの会 平岡すこやか館 5櫛形 月1回 主に21日

34 上市之瀬ふれあいサロン 上市之瀬公会堂 5櫛形 月1回 初旬

35 ふれあいサロン桃園 桃園下小路公会堂 5櫛形 月1回 主に20日

36 ふれあいサークル「梨の花」 豊働く婦人の家 5櫛形 月2～３回 不定期

37 柿平サロンちりめんの会 柿平公会堂 5櫛形 月１回 第1金

38 スマイルサロン あやめが丘集会所 5櫛形 月1回 不定期

39 リボンの木 若草生涯学習センター 5櫛形 月2回 第1、3木

40 豊愛好会 JA豊　ふるさと駅 6櫛形 月2回 第2，4火

41 鮎沢つどいの家 鮎沢区公会堂 6甲西 月1回 第2月

42 江原憩いの家 江原公会堂 6甲西 月1回 第2土

43 下宮地つどいの家 下宮地公民館 6甲西 週1回 毎週水

44 にしのくぼ若がえる会 西落合公会堂 6甲西 月1回 不定期

45 古市場ふれあい会 古市場区公会堂 6甲西 月1回 第2火

46 スモモ・ラブ ふれあいプラザ甲西館 6甲西 月1回 第2金

47 浅原ふれあいサロンぴんぴん 浅原墓地駐車場広場 4若草 週1回 毎週月

48 百々5区ふれあいサロン 百々5区公会堂 2白根 月1回 第2火

49 ふれあいサロン6区 百々6区つどいの家 2白根 月1回 第1水

50 ミニデイあやめ　 市民活動支援センター 6櫛形 月1回（8月休） 第2水

51 ひだまりサロン宮内 百々4区公会堂 2白根 月1回 第3火

52 サロンなんてん 百々12区集会所 2白根 月1回 第2金

53 徳永ふれあいサロン 徳永集落センター 2白根 月2回 第2、４火

54 百々元気クラブ 百々公民館 2白根 月1回 第4木

55 あったかカフェ 藤田ふれあいセンター 4若草 月2回 第2，4月
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