
2022年11月作成

問い合わせ先：岡山市社会福祉協議会　北区中央事務所　　☎ 086-222-8619

小学校区

・地区
活動・サービス名 活動場所 日時 備考

活動紹介

（外部リンク）

ひまわり畑 南方4丁目集会所 第1,2,3,4水曜日  13:00～15:00

深柢ふれあいサロン 深柢コミュニティハウス 第1日曜日　13:30～15:30 支え合い通信

富田町なでしこサロン 富田町会館
第2・4水曜日　12：30～14：30

第2土曜日　13：00～14：00

行樂サロン弓之町 旧水河耳鼻科診療所 第4木曜日 10:00～12:00

さくらサロン 岩田町集会所 第2日曜日　10:00～16:00


行こ憩うサロン 北区西崎　個人宅 第4月曜日 10:00～12:00


いきいき健康倶楽部 下伊福西町公会堂 毎月1回  10:00～12:00

井田いきいきサロン 若宮公会堂 第4木曜日  10:00～12:00

すみれサロン 岡西公民館 第1月曜日　10:00～15:00

いきいきサロンみやうら 宮裏公会堂 第2火曜日  10:00～14:00

ひばりの家 岡山医療生協 第3土曜日  10:00～14:00

なでしこクラブ 岡西公民館石井分館 第2土曜日 13:30～15:00

わいわいサロン 岡西公民館石井分館 第1月曜日 13:30～15:00

奉還町みんなのサロン 奉還町4丁目ラウンジ・カド 毎週金曜日　14：00～15:00

矢坂ふれあい会 矢坂公会堂 第2水曜日　13:30～15:30

矢坂南楽笑会 矢坂南町内会公会堂 毎週水　14：30～16：00

スマイル上正 上正野田町内会公会堂 毎週木　9：30～10：30

長瀬いきいき健康サロン 大安寺公園及び北長瀬公会堂 毎週水曜日

生き生きサロン十日市

(天神様を綺麗にする会)
十日市子安天満宮境内 集会所 第2・4日曜日　9:00～11:00

なのかふぇサロン
七日市町内会ロビー

（七日市公会堂）
第3水曜日　10：00～11：00

にこにこサロン奥田 奥田公会堂 第1・3水曜日　10:00～12:00

いきいきサロン元気会 岡南ハウス
第2水曜日　14：30～15：00

第2金曜日　13：00～15：00

青江町内会いきいき体操クラブ 青江町内公会堂 毎週金曜日　10:00～12:00

奥田西町いきいきサロン 奥田西町公園（宮西公園）他 第3金曜日　8：00～9：00

清輝 23日の会 清輝橋2丁目地蔵堂 毎月23日　10：00～12：00
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https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000004/4297/R4.7sasaeaivol.08.pdf
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北区中央　通いの場（サロン等） 一覧

いきいきサロン「ふきのとう」
虹のひろば、

三軒屋ふれあい会館
第2土曜日  10:00～12:00

いきいきサロン三野 三野公会堂 第2火曜日　13:30～15:30

よっかいちサロン 北方四日市公会堂
毎週月　19：30～20：30

　　  土　10：00～11：00

いきいきサロン北富 北富公会堂 第3木曜日　13:00～15:00

いきいきサロン　さくらんぼの会
北公民館、半田山植物園、

東江道町内会集会所

不定期

※町内会行事に合わせて実施

宿ふれあい・いきいきサロン

あすなろ会
宿公会堂 毎週火曜日　13:00～15:00

きずなの会 アニモミュージアム 月1回　月曜日　10：00～12：00

いきいきティーサロン宮本 宮本公会堂
第2金曜日（体操）10:00～11:00

第4金曜日　14:00～16:00

大原木曜いきいきサロン
玉柏大原集会所

（大原土地改良区事務所）
毎週木曜日　10：00～12：00

憩いの広場

（いきいきサロン牟佐憩いの広場）
北公民館牟佐分館 毎週木曜日　13:00～16:00

鹿田コミュニティほっとサロン 鹿田コミュニティハウス 第4火曜日　10:00～12:00

新屋敷うきうきサロン 新屋敷町児童会館 第2木曜日　13:30～15:00

いきいきサロンふるまつ 特養 鹿田の庄 毎月10日　13:30～15:00

サロン鹿田 サーパス鹿田集会室 第4金曜日　13:30～16:00

雀の会 五軒屋公園内集会所 第2・4月曜日　13:00～15:00

いきいきサロン「サンサン」 大供西之町公会堂
月1回（不定期）

11:30～13:00

厚生町一丁目いきいきサロン 厚生町一丁目会館 第3金曜日　13:30～15:30

サロンかえで 古松園 第1月曜日　13:30～15:00

出石 下桑さくらサロン 桑田町4丁目公会堂 毎月15日　13:30～16：00

若草町　よつ葉サロン 大元町公会堂 第2木曜日　14:00～16:00

野田中いきいきサロン 野田中公会堂 第2木曜日　10:00～12:00

サロン待夢 マンション内集会室 第3水曜日　9:30～11:30

野田南ふれあいサロン 野田1丁目南町内会公会堂 第3日曜日　10:00～12:00

下中野本町サロン 下中野本町公会堂 第3月曜日　10:00～12:00

わかまつサロン 西古松西本町公会堂
第1火曜日　第1水曜日

10:00～11:30
活動事例集

大元ワイワイ　ふれあいカフェ 大元公民館 第1・3土　10:00-12：00 費用なし
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https://www.city.okayama.jp/cmsfiles/contents/0000041/41096/03_wakamatsu.pdf
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北区中央　通いの場（サロン等） 一覧

中島サロン 中島公会堂 第3水曜日　13:00～16:00　　

みんなでお茶会 東平野南集会所 第2水曜日　14:00～16:00　

西向いきいきサロン「西向の知恵袋」 西向自治会館 第4水曜日　13：30～15：30

いきいきサロンたんぽぽ 本町公民館 第1水曜日　13:00～15:00

栄町北おいでんせー会 栄町北町内会公民館 第4日曜日　10:00～12:00

延友いきいきサロン 延友公民館 第3月曜日　13:30～15:30

中撫川いきいきサロン 中撫川遊園地、公民館、小学校他 第2日曜日　9:00～12:00

住吉ふれあいサロン 撫川住吉公会堂 不定期

サロンド・みなみ 陵南みなみ集会所 奇数月　第2火 10:00～12:00

白石西金曜サロン 白石西公会堂
第5金曜日を除く毎週金曜日

13:30～15:30

白石いきいきサロン 白石公会堂 第4木曜日　10:00～12:00

いきいきグリーンサロン

カラオケ・サロン
平野グリーンハイツ町内会集会所 第2月・3火曜日　13:00～15:00

西花尻いきいきサロン 西花尻公民館 第4水曜日　10:00～12:00

いきいきサロン　めだか 公民館今保分館 第3水曜日　13:00～15:00


みなんにし親子ひろば 御南西公民館 第4月曜日　10：00～12：00

いきいきサロン「コスモス」 久米集会所 第2木曜日　13：00～14：00

ほっとサロンみなん 御南西公民館 第1金曜日　10:00～12:00

西長瀬ニコニコ長寿会サロン 西長瀬公会堂 第3水曜日　10:00～11:30

さわやかいまサロン 岡山市西コミュニティハウス 第3金曜日　13:30～15:30

平田いきいきサロン 平田公民館 第2金曜日  13:30～15:00

さわやかいまサロン 岡山市西コミュニティハウス 第4金曜日　13:30～15:30

にこにこサロン辰巳 辰巳公会堂 第4水曜日　13:30～15:00 活動事例集

中仙道すこやかサロン 中仙道公会堂 第3月曜日　13:30～15:00
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https://www.city.okayama.jp/cmsfiles/contents/0000041/41096/saron_tatsumi.pdf

