
≪一宮中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 活動場所

1 足山田いきいきサロン 足山田福祉会 偶数月第1木曜日 足山田公民館

2 篠田わかばの会 篠田福祉会 毎月第1火曜日 篠田集落センター

3 西原ふれあいサロン 西原福祉会 5月に年間計画を決定 西原公会堂

4 高齢者健康ふれあいサロン 大木福祉会
3回/週（月・水・金曜
日）

進雄グラウンド

5 大木健康おしゃべりサロン 大木福祉会 毎月第2水曜日 大木会館

6 一宮高齢者ふれあいグループ 一宮町福祉会 毎週水曜日 希全の里グランド

7
子育て支援・多世代交流広場「お
話し好きなお母さんたちの会」

大木福祉会
毎週月曜日
※年末年始は休み

大木会館・公園

8 丸塚いきいきサロン 東上福祉会
月例会毎月第1水曜日
第3水曜日は自由参加

丸塚集会場

9 本村・権現ふれあい広場 東上福祉会 原則毎月第2月曜日 東上町本村集会場

10 炭焼ふれあいサロン 東上福祉会 毎月第４水曜日 炭焼集会所

11 かようサロン 上長山福祉会 毎月第2火曜日 長山駅前集会所

12 江島ふれあいサロン 江島福祉会 毎月第2日曜日 江島ふれあいセンター

13 金沢やまざくらサロン 金沢町福祉会 毎月第2月曜日
金沢構造改善センター、
長慶寺境内

14 大和いちょうサロン 大和福祉会 不定期
大和公民館、一宮南部小
ほか

≪東部中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 活動場所

15 サロン西豊 西豊町福祉会 毎月第3水曜日 西豊町集会所・西豊公園

16 元気かい！！ 天神町福祉会 毎週木曜日 天神公民館

17 いきいき会 東名町福祉会 毎月第1日曜日 東名町集会所

18 本野ケ原ふれあいサロン 本野ケ原福祉会 不定期 特に固定はしていない

19 東豊町サロン 東豊町福祉会 毎月第1金曜日 東豊町公民館

20 大堀町ふれあいサロン 大堀町福祉会 毎月第4金曜日 礼通公園、大堀町集会所

21 寿ふれあいサロン 円福町福祉会 毎月第1・第3火曜日
メイツ豊川コミュニティ
ホール

22 桜木町ふれあいの会 桜木町福祉会
不定期
（年2回程度）

桜木町公民館

23
西桜木町ふれあいサロン（タンポ
ポ）

西桜木町福祉会 偶数月、第4木曜 西桜木集会場

ふれあいサロン活動一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ5.5.1現在



24 東桜木寿会 東桜木町福祉会 不定期（年6回） 東桜木町集会場

活動名称 実施主体 活動日 活動場所

25 東新町ふれあいサロン 東新町福祉会 不定期
桜木地区市民館・県営稲
荷北住宅内集会所

26 西東光町ふれあいサロン 西東光町福祉会 年5回　土曜日 桜木地区市民館

27 東光本町ふれあいサロン 東光本町福祉会 年6回 桜木地区市民館

28 曙町ふれあいサロン 曙町福祉会 不定期（年6回） 曙公民館

29 麻生田連区ふれあい図書サロン
麻生田連区地域福祉
活動推進委員会（大
橋町福祉会）

毎月第3木曜日 麻生田地区市民館

30 麻生田町ふれあいサロン 麻生田町福祉会 7月、12月 麻生田和楽館

31 谷川元気会 谷川町福祉会 毎月第3月曜日 谷川集会場

32 サークルあじさい 三上地区第4区 毎月第1土曜日 三上第4区集会所

33 サークルほほえみ 三上地区第5区 毎月第4土曜日 三上第5区集会所

34 サロン三上 三上地区 毎月第4日曜日 三上地区市民館

35 メンズサロン 三上地区第5区 毎月第4土曜日 三上第5区集会所

36 ふれあいサロン活動
古宿福祉会（1区～3
区合同）

概ね月に1回 古宿地区市民館

37 東本町ふれあいサロン 老人クラブ 毎月第1～第4木曜日 東本町集会所

38 開運町ふれあいサロン
老人クラブ、町内会
役員、民生委員・児
童委員

毎月第1水曜日 開運町町民館他

39 新屋健寿会サロン 老人クラブ 毎月第2・第3火曜日 新屋町民館

≪西部中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 活動場所

40 国府上町いこまい会 国府上町福祉会
5・9・11・2月の第3木曜日ま
たは土・日曜日と年間毎週月
曜日

上町集会所他

41 国府中町ふれあいサロン 国府中町福祉会
5・6・9・10・11・12・1・
2・3月の第1か第2金曜日

中町公会堂

42 国府下町サロン 国府下町福祉会
第3月曜日
（8月は休会）

下町公会堂

43 南田サロンみどり会 国府南田福祉会
第2木曜日
（8月は休会）

西部地域福祉センター

44 敬老祝賀会 国府福祉会 敬老の日 国府小学校

45 上宿サロン 上宿福祉会
8月を除く、毎月第3金曜
日

上宿区民館

46 為当交流会 為当町福祉会 毎月第4土曜日 為当集会所

47 いこまいかい 為当町福祉会 毎月第2金曜日 為当集会所



活動名称 実施主体 活動日 活動場所

48 森もり会 森地区福祉会 毎月第4金曜日 森集会所

49 西町『茶話会』 西町区福祉会 毎月第3月曜日 西町区集会所

50 本町〔きらく会〕 本町区福祉会 毎月第3水曜日 本町区集会所

51 御油っくり会　新丁サロン 新丁区福祉会 毎月第2月曜日 新丁区集会所

52 ふれあいサロン　相生 相生区福祉会 毎月第3日曜日 御油生涯学習センター

53 コミュニティー　音羽 音羽区福祉会 毎月第2木曜日 法林寺

54 追分サロン 追分区福祉会 毎月第3木曜日 追分区集会所

55 東沢１区　ふれあいサロン 東沢１区福祉会 毎月第3土曜日 東沢1区集会所

56 東沢２区　ふれあい会 東沢２区福祉会 毎月第3木曜日 東沢2区集会所

57 東沢３区　ほうろく会 東沢３区福祉会 毎月第3水曜日 東沢3区集会所

58 東山　なごみ会 東山区福祉会 毎月第2金曜日 東山区集会所

≪御津中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 活動場所

59 ふれあい広石サロン 広石福祉会 毎月第1水曜日 広石地区市民館

60 東豊沢ふれあいサロン 東豊沢福祉会 毎月第1月曜日 東豊沢集会所

61 西豊沢ふれあいサロン 西豊沢福祉会 実施月の日曜日・土曜日 西豊沢集会所

62 東金野ふれあいサロン 東金野福祉会 毎月1日予定又はその前後 東金野集会所

63 西金野ふれあいサロン 西金野福祉会 毎月第1月曜日他に2日 西金野集会所

64 上佐脇ふれあいサロン 上佐脇福祉会 毎月1日 上佐脇集落センター

65 下佐脇ふれあいサロン 下佐脇福祉会 不定期の月曜日 下佐脇会館

66 新田ふれあいサロン 新田福祉会 毎月第2火曜日 新田集会場

67 御馬サロン会 御馬福祉会 毎月第3水曜日 御馬市民館

68 西方ふれあいサロン 西方福祉会 毎月1回 西方地区市民館

69
西方ふれあいサロン
（女子会）

西方福祉会 毎月1回 西方地区市民館

70 大草サロン会・仲間会 大草福祉会 毎月第１土曜日 大草集会所

71 大草サロン会（親睦娯楽会） 大草福祉会 毎月第3土曜日（定例） 大草集会所

活動名称 実施主体 活動日 活動場所



72 むらさきの会 赤根福祉会 毎月2回 あかね児童館

73 泙野サロン会 泙野福祉会 秋 泙野区民館

74 みと子育てサロン
御津南部地区地域福
祉推進委員会

毎月2回　水曜日または月
曜日

豊川市御津福祉保健セン
ター

≪音羽中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 活動場所

75
つるサロン
（赤坂台サロン）

赤坂台福祉会 毎月第3火曜日 赤坂台市民館

76 よしのぼとサロン 赤坂福祉会 毎月第4水曜日 音羽生涯学習センター

77
友遊サロンゆう
（赤坂台サロン）

赤坂台福祉会 毎月第1月曜日 赤坂台市民館

78 ももサロン 長沢福祉会 毎月第1水曜日 長沢地区市民館

79 萩サロン 萩町福祉会 毎月第2水曜日
主に萩地区市民館、地区集会所、
ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝﾘﾗも利用

80 萩・サロン長根 萩町福祉会 毎月第2木曜日 長根集会所

≪南部中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 活動場所

81 牛1ふれあいサロン 牛1福祉会 不定期 牛久保生涯学習センター

82 牛2ふれあいサロン 牛2福祉会 毎月第3水曜日 岸町公民館及び大聖寺

83 若葉ふれあいサロン 若葉福祉会 不定期 牛久保生涯学習センター

84 牛3ふれあいサロン 牛3福祉会 不定期 牛久保生涯学習センター

85 牛4ふれあいサロン 牛4福祉会 毎月第4水曜日 中町会所

86 ゆうゆうサロン 牛5福祉会 毎月第4水曜日 ゆうゆう広場

87 牛6ふれあいサロン 牛6福祉会
5月、7月、9月、11月、12
月、1月、3月

牛6・7集会所

88 牛7ふれあいサロン 牛7福祉会
5月、7月、9月、11月、12
月、1月、3月

牛6・7集会所

89
てらまちサロン
(てらまち喫茶)

牛8福祉会 毎月第1・第3木曜日 寺町集会所

90 ふれあいサロンみなみ 南大通福祉会 不定期 南大通集会所

91 牛11ふれあいサロン 牛11福祉会
毎月第3水曜日、第2・4水
曜日、第2日曜日

牛11集会所

92 ふれあいサロン・なごみ会 中部町福祉会 毎月第2・4火曜日 中部西地区市民館

93 ふれあいサロン・さわやか会 佐奈川町福祉会 毎月第2・4火曜日 佐奈川公民館

活動名称 実施主体 活動日 活動場所



94 光輝サロン 光輝福祉会 毎月第3日曜日 光輝集会所

95 高見サロン 高見福祉会 毎月第3土曜日 中部南地区市民館

96 よつやふれあいサロン 四ツ谷1区福祉会 毎月第2土曜日 四ツ谷1区公民館

97 サロン・フラワーの会 四ツ谷2区福祉会
毎月第1・3日曜日（その
他は随時開催）

四ツ谷2区公民館

98 元気アップ一本松サロン 中部東地区 毎月第2・4木曜日
県営牛久保住宅1階集会
所

99 中条ふれあいサロン 中条連区福祉委員会
偶数月
（第3木曜日）

中条地区市民館

100 囲碁、将棋サロン 中条連区福祉委員会 毎月第1・3火曜日 中条地区市民館

101 里山ウオーキングサロン 行明福祉会 随時（季節に応じて）
下郷地区市民館（集合場
所）

102 下郷ひだまりサロン 行明福祉会 毎月第2・4水曜日 下郷地区市民館

103 麻雀・囲碁サロン 瀬木住宅福祉会 毎月第2・4木曜日 下郷地区市民館

104 下長山地区ふれあいサロン
下長山地区地域福祉
活動推進委員会

毎月第2・4木曜日 下長山地区市民館

≪小坂井中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 活動場所

105 サロンふれあい南山 南山福祉会 毎月第2火曜日 南山集会所

106 前山区にこにこサロン 前山福祉会 毎月第2木曜日 前山集会所

107 伊奈ふれあいサロン
小坂井地区地域福祉
活動推進委員会

毎月1日
（1月は7日）

伊奈集会所

108 小坂井住宅あじさいサロン 小坂井住宅福祉会 毎月第1水曜日 小坂井住宅集会所

109 美園町内会ふれあいサロン 美園福祉会
毎月第1月曜日（1月、5月
は休み）

美園集会所

110 平井区ふれあいサロン 平井町福祉会 毎月第4火曜日 平井集会所

111 西小坂井ハートサロン 西小坂井福祉会 毎月第2金曜日 西小坂井集会所和室

112 小坂井区ふれあいサロン
小坂井地区地域福祉
活動推進委員会

月上旬、第1火曜日（8月
は休み）

小坂井集会所

113 にじのへやサロン 篠束福祉会
毎月第4木曜日（12月のみ
第3水曜日）

篠束町集会場

114 ふれあいサロン宿 宿福祉会 毎月第3木曜日 宿集会所

115 茶屋ふれあいサロン 茶屋福祉会 毎月第4月曜日 茶屋集会所

116 古当ふれあいサロン 古当福祉会 毎月第1木曜日 古当集会所

活動名称 実施主体 活動日 活動場所

117 新町ふれあいサロン 新町福祉会 毎月第3火曜日 小坂井文化センター

118 白山ふれあいサロン 白山福祉会 毎月第1月曜日 白山集会所



119 八丁ふれあいサロン 八丁福祉会
毎月第1月曜日（祝日の場
合は翌週の月曜日）

八丁集会所

≪中部中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 活動場所

120 市田ふれあいサロン 市田福祉会 隔月（奇数月） 市田地区市民館

121 やわたサロン 八幡福祉会
サロン（3回）もち米作り（2
回）ポップコーン無料配布
（3回）

やわた町民館、市場集会
所、八幡宮、くすのき公
園他

122 野口ふれあいサロン 野口福祉会 隔月（奇数月） 野口菅原会館

123 ふれあいサロン平尾
平尾地区地域福祉活
動推進委員会（平尾
地区）

毎週木曜日（8月除く） 平尾地区市民館

124 県営平尾サロン
平尾地区地域福祉活
動推進委員会（県営
平尾住宅）

毎月第1火曜日他 県営平尾住宅集会所

125 子育て支援パンダッ子クラブ
平尾地区地域福祉活
動推進委員会

毎月第1・3水曜日 平尾地区市民館

≪代田中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 活動場所

126 小田渕いこまい会 小田渕福祉会 毎月毎週木曜日 小田渕集会所

127 蔵子いきいき健康サロン 蔵子一区福祉会 毎週月曜日 蔵子一区区民館

128 農ヶ上サロン 農ヶ上福祉会
毎月第3水曜日・第1木曜
日

農ヶ上集会所

129 子育て支援サロン・つぼみ

桜町地区地域福祉活動
推進委員会
（更生保護女性会桜町
支部）

毎月第3月曜日 桜町地区市民館

130 団居の会 諏訪1部福祉会 毎月第3水曜日 諏訪連区集会所

131 いこまい会 諏訪2部福祉会 毎月第1・2・3木曜日 諏訪地区市民館

132 新道二区ふれあいサロン 新道二区福祉会 毎月第2水曜日
諏訪住宅1棟高齢者生活
相談所

133 蔵子二区町内ふれあいサロン 蔵子二区福祉会 偶数月第2金曜日 代田地区市民館他

134 諏訪３・４部サロン会
諏訪３部・４部福祉
会

毎月第1水曜日 諏訪3部集会所

≪金屋中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 活動場所

135 ふれあいサロンあいあい
金屋地区地域福祉活
動推進委員会

毎月第2・4木曜日 東部地域福祉センター



136 赤代ふれあいサロン 赤代町福祉会 毎月第4水曜日 金屋南地区市民館

137 金屋橋ふれあいサロン 金屋橋町福祉会 毎月第2・4金曜日 金屋南地区市民館

138 三蔵子町ふれあいサロン会 三蔵子町福祉会 毎月第3水曜日 三蔵子町公会堂

139 長草町ふれあいサロン会 長草町福祉会 毎月第4水曜日 長草町公会堂

140 本野町ふれあいサロン会 本野町福祉会 毎月第3水曜日 本野公会堂

141 樽井町ふれあいサロン会 樽井町福祉会 不定期 樽井町集会所

142 大崎町ふれあいサロン会 大崎町福祉会 不定期 三蔵子町市民会館


