
平成30年度　地域のサロン活動資金助成金　助成団体一覧

団体名 活動内容 活動目的 活動日 時間帯 活動場所

1 アトリエ・パラム 趣味活動（手芸） 手芸を通した交流、仲間づくり（特にエコ手芸） 月か金曜日 13時～16時
自宅マンション
（下連雀３丁目）

2 たんぽぽ 脳トレ 保健センター主催の「脳の健康教室」を受講した仲間を中心に介護予防のための脳トレを行う 月２回金曜日 10時30分～12時 市民活動センター

3 みみずく
中途聴覚障がい者のための
サロン

情報弱者である聴覚障害者の持つ不安、不便、差別について話し合い、情報交換を行う 第１水曜日 13時30分～16時 駅前タウンプラザ4階女性交流室

4 パッチワーク下連雀7丁目教室 趣味活動（手芸）
趣味のパッチワークを通じ、作品を作り上げる事により、達成感を共有し又、近隣の人達とコミュ
ニケーションをはかり、その輪をひろげていきたい

第４日曜日 14時～16時 下連雀7丁目アパート集会所

5 ぬくぬくカフェ鷹野 サロン・お茶会 地域高齢者（現在は主に住宅居住者）の居場所にする 第１水曜日 13時～15時30分 都営野崎アパート集会所

6 ４丁目ほのぼのサロン サロン・お茶会 集会所を拠点に「交流の場」づくりとしたい 第２金曜日 13時30分～15時30分 三鷹井口アパート集会場

7 特定非営利活動法人鷹ロコ・ネットワーク大楽 サロン・お茶会 三鷹で笑いながら楽しい時間を過ごすことのできる居場所づくりを行う 第２月曜日 18時30分～20時 三鷹産業プラザ３階

8 井口５丁目のぞみサロン＆いのじん保健室 サロン・お茶会
一人暮らしの方高齢者が人とのつながりを作れる場としておしゃべりをしたりお茶をのみながら情
報交換をする

毎月第４月曜日 13時30分～15時30分 井口5丁目都営住宅集会所

9 コスモスわなげ会 介護予防体操 虚弱な後期高齢者の居場所、仲間づくり、身体ほぐし体操 第1、3水曜日 13時30分～15時 井の頭4丁目都営アパート集会室

10 棒編みグループすみれ サロン・お茶会
地域の編み物愛好家が集まり、お互いの作品に茂樹を受けたり、参考にしたりすることにより交流
をはかり、相互の親睦を深める

第１,３月曜日 10時～12時 元気創造プラザ

11 リトミッカーズ 介護予防体操 リトミック体操を通じて地域住民同士のつながりの構築と健康づくり増進を図る 第１・３木曜日 10時～11時30分 そんぽの家三鷹牟礼

12 すみれの会 サロン・お茶会 地域交流親睦おしゃべりお茶会 第２・４火曜日 12時～16児 ピア井の頭

13 街なかボッチャ三鷹「ボッチャカフェ」 ユニバーサルスポーツ ボッチャを通した交流の場づくり 第２火曜日 13時30分～15時 元気ひろばおれんじ

14 コスモスセブン 介護予防体操 テニスを楽しみ、技術の向上を図り、健康で楽しい時間を過ごすこと 毎週水曜日 9時～11時か11時～13時
大沢総合グラウンド
野川公園コート

15 いきいき囲碁サークル女子部 趣味活動（囲碁） 囲碁を通じて脳の活性化など 第３金曜日 13時～15時40分 駅前コミュニティ・センター

16 のがわの家ランチ会 地域食堂 ランチをしながら地域の人たちのつながりを作る 第3火曜日 11時～14時 のがわの家

17 都営新川5丁目1号棟シルバー体操 介護予防体操 元気に一人で外出出来る様に（体操・歌・交流） 第1・3日曜日 10時～ 5丁目都営1号室1階団欒室

18 麻雀・囲碁・将棋の会 趣味活動 井の頭1丁目後期高齢者の活性化のため 第1・3月曜日 13時～17時 井の頭東部地区公会堂

19 いきいき体操 介護予防体操 三鷹で地域の助け合いに高齢者のより所として 毎週土曜日 9時30分～12時 上連雀地区公会堂

20 食処にこにこ 地域食堂 主に中原３丁目都営にお住まいの高齢者を対象に食事の場の提供と交流 第３水曜日 12時～14時 中原3丁目都営だんらん室

21 健康麻雀すずめの会 趣味活動（麻雀） 助け合い、助け合いの精神で親睦を深める、健康麻雀
第１日曜日、
第３金曜日

13時30分～17時 中原1丁目地区公会堂

22 いきいきボッチャ深大寺 ユニバーサルスポーツ 高齢者の健康づくり、居場所づくりを図ると共に、多世代交流もしくは障がい者との交流の場 第２・４月曜日 13時30分～15時30分 深大寺地区公会堂

23 駅前ボッチャ定例会 ユニバーサルスポーツ ボッチャを通じた居場所づくり、高齢者の認知症予防を行う。 第４土曜日 14時～16時 三鷹産業プラザ３階

24 みなみ横丁プロジェクト サロン・お茶会 地域の高齢者（男性）を主たる対象者とした居場所づくり 第１・３金曜日 14時－16時 井口2-3-11　原ハイツ

高齢者向けサロン



25 おむすび・ママカフェ 工作・お茶会 ママ同士の交流を工作やイベント等をとして実施する 毎月第４水曜日 10時～12時 おむすびハウス

26 インターナショナルフレンズ サロン・お茶会 国際結婚家族の交流の場、また子育てサロンとして幼い子供と共に集うことができる場の提供 第４日曜日 11時30分～13時30分 井の頭東部地区公会堂

27 ママ・スマ サロン・お茶会 ママ友との交流やイベントを通じ、ママがスマイルになることを目的として活動しています。 不定期、午前中 14時～17時 新川中原CC

28 おひさまクラブ サロン
子育て中の親が気軽に集まり、親子で地域での人とのつながりを見つけたり、楽しく情報交換をし
たりして、日々の子育てに役立てる

偶数月第１金曜日
奇数月第１土曜日

10時～12時
大沢下原地区公会堂
大沢コミュニティセンター

29 ハッピーシュガー 放課後の居場所 小学生の子どもと地域の皆さんの交流の場を作る 第１火曜日 17時30分～19時30分 東野地区公会堂

30 ぽかぽか サロン 子育てに関する情報交換、セミナーの開催 毎週月曜日 午前中
井口コミュニティセンター
西多世代交流センター

31
三鷹市発達障がい児親の会
モンブランの会

発達障がい児の親のための
サロン

発達障がい児の親同士の親睦を深め、情報交換をし励ましあう。ゲストを招き勉強会を開く。孤立
を防ぐ。

月１回 10時～12時
三鷹市公会堂別館、みたかボランティアセ
ンター

32 れんじゃーキッチンむーしん 子ども食堂 食育、体験、子どもと大人の触れ合いを大切にする。 第４金曜日 16時～19時 ㈱テスコ食堂

33 もぐもぐ食堂 子ども食堂 子ども達の朝食欠食ゼロを目指す。 第３水曜日 7時～8時 三上工務店

34 みんなのお勝手深大寺 地域食堂 地域食堂 第1火曜日 10時～14時 みのりランド

35 食de絆（市民と学生の交流） 地域食堂 昼食を共にしながら市民と学生の交流 第３水曜日 11時～13時 ルーテル学院大学

36 みたかのたからばこ サロン 地域福祉ファシリテーターの居場所づくり、情報収集、提供 第４水曜日 10時～12時 スペースあい

37 ふわふわ羊の会 趣味活動（羊毛） 羊毛の知識・技能を学び、会員相互の親睦を深めるとともに地域社会に貢献する学習活動を行う 第３月曜日 10時～15時
西多世代交流センター
元気創造プラザ

38 一汁一菜カフェ 地域食堂 地域多世代交流 第２土曜日 11時～14時 堀合地区公会堂

39 みのりごはん 地域食堂 地域の子育て中の母親、家族、地域の方々との情報交換、交流、親睦を深める 第3又は第4金曜日 17時～19時45分 mamababyみのりランド

40 かめの会 趣味活動（手芸） 住民同士の「ふれあい」のため。手芸等を習ったあとお茶会 第1木曜日 13時30分～15時30分 武蔵境ハイム

41 Enjoy Life Café サロン・お茶会 多世代の情報交換と助け合い
月１～２回
月曜日

14時～16時 廣寿堂薬局

42 みなみうら食堂事務局 地域食堂 高齢者や子育て世代をつなげ、食事を通して交流できる居場所にする。 最終水曜日 10時～14時 みなみうら生協診療所２階

子育て世代向けサロン

多世代で楽しめるサロン

ご興味のある活動がございましたら下記までお問い合わせください。

【問合せ】

三鷹市社会福祉協議会

電話 0422-76-1271 、 FAX 0422-76-1273

メール chiiki@mitakashakyo.or.jp

問合せはこちら


