
№ サロン名 開催日 開催時間 会場

1 さくらの会
第1、２金曜

第3土曜
10：00～11:30
13：30～15：00

新生町集会所

2 ほうずき会 第3火曜 13：00～16：30 藤の曲公民館

3 たっしゃらかね 第4・第5火曜 13：00～15：00
小古津新集会所
小中川集会所

4 あやめ会 第4日曜 9：30～12：00 藤の曲公民館

5 クラブ花園 毎週金曜
10:00～12：00

第3金曜日のみ
10：00～15：00

花園町市県営集会所

6 杉柳自治会 三字お茶の間 第2火曜 10：00～11:30 小池公民館

7
笑　食楽分２０
（にこにこくらぶ）

毎月２０日 13:30～15:30 道金集会所

8 おたがいさまサロン
第2木曜
最終土曜

木曜：10:30～11:30
土曜：12:00～13:00

重蓮寺

9 三王渕お茶の間 第4日曜
13：00～16：00
11：00～16：00
12：00～15：30

三王渕集落開発センター

10 栄町サロン 月1回 10:00～12:00 栄町集会場

11 にこにこサロン 第4月曜(原則） 13：30～15：30 長渡集会所

12 小池元気づくりの会 最終火曜 9：30～11：30 小池集落開発センター

13 大曲にこにこサロン 月1回 10:00～11：30
大曲公会堂

燕勤労者総合福祉セン
ター

14 ふらっと広場 毎週水曜 9:00～12:00 西燕公民館

15 ふれあいの場 第3日曜 10:00～12:00 南公民館

№ サロン名 開催日 開催時間 会場

1 米納津地域の茶の間 不定期 10：00～14：00 米納津転作促進ｾﾝﾀｰ

2 富永地域の茶の間 火曜日
9：30～11：30

(9：30～15：00）
富永集落開発ｾﾝﾀｰ

3 寿美礼会 不定期
9：30～12:30

11：00～15：00
粟生津集落開発ｾﾝﾀｰ

神社　長善館

4 西太田いきいきふれあいサロン 毎週月曜日 9：00～16：00 西太田公会堂

5 なんでもトークの会 第2、4火曜日 10：00～16：00 3区自治会館

6 下中野ニコニコクラブ 第2、4水曜日 13：10～16：00 下中野町内会館

7 曙町健康づくりのつどい 月1回 9:30～12:00 曙町会館

8 本幸新生ふれあいサロン 第3火曜日
13:30～15:00

(11:30～13:30）
寿幸会館

9 神明町健康サロン 第2火曜日 9:30～11:30 神明町会館

燕地区ふれあいサロン開催日一覧

吉田地区ふれあいサロン開催日一覧



10 天恵ふれあい集会 第4火曜日 13:30～15:00
学校町会館、東町会館、神明

町会館

11 東町おしゃべり会 第2火曜日 9:30～11:30 吉田東町会館

12 浜首・弥生町ふれあい集会 偶数月土曜日
10:00～12:00

(10:00～14:00)
浜首町会館

13 弥生のつどい 月1回月曜日 10:00～14:00 弥生町会館

14 ゆうあい会 未定 10:00～12:00 新町公会堂

15 旭寿クラブサロン 第3水曜日
13:30～15:00
11:00～14:00

吉田旭町会館

16 水栄会 不定期 10：00～12：00 栄町会館

17
東栄町ふれあいイキイキサロ
ン

月1回土曜日 10:00～14:00 東栄町自治会館

18 ふれあい日之出会 第4木曜日
13:30～15:30

10：00～13：00
吉田日之出町会館

19 さくらサロン 第2火曜日 10:00～13：00 吉田文京町会館

20 堤町ふれあいサロン友の会 第2、4火曜日 10：00～15：00
堤町：中島喜章別邸

「庭園内ハウス」

№ サロン名 開催日 開催時間 会場

1 和む会 月1回 10：00～13：00 太田ふれあい館

2 たっしゃだ会 月1回金曜日   9：30～12：00 五千石公会堂

3 みつば会 第4火曜日他 10：00～16：00 桜町公会堂

4 よろってね 第3土曜日他 8：30～15：00 国上集落開発センター

5 竹の子会 第2火曜日
①11：00～15：00
②13：30～15：30

諏訪神社社務所
福祉会館

6 寿会 第3水曜日 10：00～11：30 野中才公会堂

7 たけのこの会 第2・第4火曜日 8：30～12：00 砂子塚公会堂

9 まめら会 第4火曜日他
10：00～12：00
10：00～14：00

長辰公会堂

10 なかよしサロン渡部 第2木曜日他 10:00～12：00
渡部公会堂

11 ひまわり会 第2火曜日 10：00～12：00 横田区民会館

12 瑞穂会 第2木曜日他 13：30～15：30 上佐善自治会館

13 牧ケ花つばき会 第2木曜日他 9：30～11：30 牧ヶ花ふれあい館

14 ろばた会 第2金曜日他
① 9：30～15：00
②10：00～15：00

幕島公会堂

15 わたあめ 第4火曜日他
①9:30～11：30

②10：00～15：00
学校町公会堂

てまりの湯

16 せばの里 月1回
①10：00～11：30
②9：30～11：00

旭町二柱神社社務所

17 笈ケ島さくら会 第1金曜日他
①9：30～11:30
②9：30～14：00
③10：00～11：30

笈ヶ島ふれあい会館

真木山元気クラブ 第3木曜日他
①9：30～13：30
②11：30～15：00
③13：30～15：30

真木山ふれあいセンター

分水地区ふれあいサロン開催日一覧
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18 ドリームサロン 第2木曜日他 
①10:00～12：00
②10:00～15：00

東学校町公会堂

諏訪町公会堂

福祉会館

20 サロン・しもすわ 第2木曜日他 10：00～12：00 諏訪町公会堂

22 ふれあいサロン一ノ山 第１土曜日
①10：30～12：00
②10：00～12：00

一ノ山町内会館

23 サロン　ほほえみ会 各回火曜日
①10：00～12：00
②9：30～14：30

大川津ふれあいセンター

子育てサロン開催日一覧
№ サロン名 開催日 開催時間 会場

1 はっぴーズコミュ　子育てサロン 第4水曜 10：30～11：30 ハーヴェスト

2 分水子育てサロン 第2月曜日他 10：00～11：30 分水健康福祉プラザ

№ サロン名 開催日 開催時間 会場

1 ほっとサロン燕 第3土曜 13：00～16：00 老人福祉センター

2 ほっとサロン吉田 第１月曜 13：00～16：00 燕市民交流センター

3 四葉のクローバー 第3土曜 19：00～20：30
パステルガーデン中島、公

園、代表者自宅

介護者サロン開催日一覧

溝古新・下佐善
ふれあいセンター

居住地を問わないサロン

19 中諏訪サロン 第2火曜日他
①10：00～12：00
②10：00～15：00

21 佐善トキめきクラブ 第4水曜日 13：30～15：30


