
令和２年度　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 三鷹ノルディックウォーキング友の会 介護予防体操
ポールウォーキングにより、姿勢の矯正と脚力アップを促進し、同時に参加者同士のコミュニ
ケーションにより、健康維持を図る。

毎週土曜日 午前中 三鷹・武蔵野市

2 シルバー体操 介護予防体操 体操・うた・お話 第1・3日曜日 10時～12時 都営新川5丁目1号棟1階だんらん室 ＊

3 いきいき体操 介護予防体操 地域のコミュニケーション、高齢者のための健康維持
毎週土曜日
（1ヶ月4回）

9時30分～
12時

上連雀地区公会堂 ＊

4 井口卓美会 介護予防体操
井口コミュニティ・センターのクラブとし会員相互の親睦を図るとともに、卓球競技を通じて
より良い市民となることを目的とする。（会則より）

毎週火曜日
10時～
12時30分

井口コミュニティ・センター

5 井口５丁目のぞみサロン＆いのじん保健室 介護予防体操
1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のを目的とする

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

6 リトミッカーズ 介護予防体操 歌を歌ったり、歌に合わせて楽器を演奏し、軽い運動を組み合わせて行う介護予防 第１・３木曜日
10時～
11時30分

そんぽの家三鷹牟礼

7 いきいき太極拳Aクラス 介護予防体操 太極拳を通じて高齢者のいきがいと健康の増進
第１・２・
４木曜日

12時30分～
14時45分

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ
福祉センター

8 ハッピー体操クラブ 介護予防体操 健康体操
毎週土曜日
（月４回）

10時～12時 北野ハピネスセンター

9 いきいき太極拳Bグループ 介護予防体操 健康のため
第１・２・
４木曜日

14時45分～
16時15分

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ
福祉センター

10 みらい体操 介護予防体操 いつでも明るく元気に暮らせるよう、心身の状態の悪化を予防する（体操、機能訓練、懇親） 毎週金曜日 10時～12時 新川島屋敷通り団地第一集会所

11 三鷹ノルディックウォーク大楽 介護予防体操 健康維持と会員の交流 第１・３土曜日
9時30分～
12時

井の頭公園西園

12 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

13 ４丁目ほのぼのサロン サロン・お茶会
当地域は高齢化率が高く、独居暮しの方が多く居住している。交通の便が悪く、外出困難な状
況があり、孤立しがちである。集会所を拠点に「交流の場づくり」をしたい

第２金曜日
13時30分～
15時30分

三鷹井口都営アパート集会場

14 ぬくぬくカフェ鷹野 サロン・お茶会 地域高齢者（主に住宅居住者）の居場所とする 第１水曜日
13時～
15時30分

都営野崎アパート集会所

15 わかば会 サロン・お茶会 三鷹市民大学市民講師に向けての研鑽会 第４月曜日 10時～13時 連雀コミュニティ・センター

16 おれんじドア三鷹 サロン・お茶会
認知症のある人とのミーティングと同時に、一般に向けての情報発信を行い、認知症に対する
理解を深める

月１回平日 日時未定 新川３丁目地区公会堂　他

17 ゆずっこ 趣味活動
朗読を学ぶことにより自己実現ができる。修得した事を生かして地域のサロン活動に参加、協
力できる

第４木曜日 10時～12時 中原地区公会堂

18 パッチワーク下連雀7丁目教室 趣味活動 パッチワークの技術取得（基礎の見直し） 第４日曜日 14時～16時 下連雀7丁目アパート集会所

19 健康麻雀すずめの会 趣味活動 互恵互助の精神で会員間の親睦を深めること
第１日曜日
第３金曜日

13時～17時 中原1丁目地区公会堂 ＊

20 あい折紙サークル 趣味活動 折紙指導 第４月曜日 13時～16時 みたかスペースあい

21 アトリエ・パラム 趣味活動 仲間づくり 毎月金曜 13時～16時 自宅、スペースあい

22 手編みグループすみれ 趣味活動
地域の編み物愛好家が集まり、お互いの作品に刺激を受けたり、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

月２回月曜日
（8月を除く）

10時～12時 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ

23 いきいき料理クラブ 趣味活動 地域の高齢男性が料理を通じて親睦・健康増進を図る 第２木曜日 9時～13時
三鷹中央防災公園・元気創造プラザ
調理実習室

24 いきいきコーラス 趣味活動 高齢者が元気でいきいきと過ごすため 第２・４金曜日 10時～12時
三鷹中央防災公園・元気創造プラザ
福祉センター

25 いきいき俳句会 趣味活動 句会を通じて会員の親睦 第２土曜日
12時30分～
15時30分

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ
福祉センター

26 パソコン・ジュニアの会 趣味活動 パソコンの技術研修及び会員の親睦 毎週木曜日 10時～12時
三鷹中央防災公園・元気創造プラザ
パソコン室

27 三鷹絵手紙教室 趣味活動 趣味による生涯学習 第１・３土曜日
13時30分～
15時30分

連雀コミュニティ・センター

28 カラオケさくら会 趣味活動 カラオケを通し友好を深める 第２・４日曜日
13時30分～
16時

連雀コミュニティ・センター

29 囲碁クラブ 趣味活動 高齢者の居場所づくり 毎週火曜日 10時～12時 刈谷珈琲店

30 南天クラブ 趣味活動 麻雀を通じて高齢者の介護予防をめざす 第１・３金曜日
13時～
15時30分

弘済園

31 食処にこにこ 地域食堂 高齢の方の交流と関係づくり 第３木曜日 9時～15時 中原3丁目都営だんらん室 ＊

32 中途失聴難聴者の会　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、差別などを話し合う 第１水曜日 13時～16時
中央通りタウンプラザ４階三鷹市女
性交流室 ＊

33 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する 月２回金曜日
10時30分～
12時

市民協働センター

34 すみれ脳トレグループ 脳トレ
認知症予防を目的として、計算・国語（童謡早く、遅く読んで歌う）・漢字・短歌２首を宿題
として作り、批評しあう

毎週水曜日 10時～12時
北野ハピネスセンター
室岡敏子宅（北野2-1-4）

35 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

36 ボッチャカフェ
ユニバーサルス
ポーツ

コミュニティにおけるシニアの健康および居場所と仲間づくり 第２火曜日
13時30分～
15時

元気ひろばおれんじ ＊

37 牟礼よりみちボッチャ
ユニバーサルス
ポーツ

コミュニティにおけるシニアの健康および居場所と仲間づくり 第３火曜日 14時～16時 三鷹市まちづくり交流室

38 ハピネスボッチャ北野
ユニバーサルス
ポーツ

コミュニティにおけるシニアの健康および居場所と仲間づくり 第１火曜日
①10時～12時
②13時～15時

北野ハピネス３階多目的室

＜高齢者＞



団体名 活動内容 活動目的 活動日 時間帯 活動場所

39 新川ママカフェ サロン・お茶会 乳幼児母子の居場所づくり 毎月１回水か木曜日 10時～12時 刈谷珈琲店

40 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

発達障害を持つ子どもの親同士が悩みを分かち合い、情報交換したり、励まし合い、仲間を作
ることで笑顔でいられることを目的に活動している

月１回平日 10時～12時
三鷹市公会堂さんさん館、みたかボ
ランティアセンター

41 みたかのたからばこ サロン・お茶会 地域福祉ファシリテーターの居場所づくり、地域福祉に関心のある地域住民との交流 第２水曜日 10時～12時 スペースあい

42 みんなのお茶の間 サロン・お茶会 多世代地域交流 第４水曜日
13時30分～
15時30分

西多世代交流センター

43 転ファミ・カフェ三鷹武蔵野 サロン・お茶会 三鷹武蔵野に引っ越してきたファミリーのサポート交流の場 第２金曜日
10時30分～
12時

みたかスペースあい

44 みたかサードプレイス サロン・お茶会 多世代交流の場、みんなが先生、教え合う楽しさ 第３日曜日
13時30分～
14時30分

みたかスペースあい

45 難病カフェこまったゾウ サロン・お茶会
難病・慢性疾患の患者および家族が抱える「困ったぞう」や療養・日常生活の悩みなどをコー
ヒーを飲みながら自由気ままに語り合う場

偶数月第２土曜日
奇数月第２木曜日

14時～16時 みたかのば

46 ふわふわ羊の会 趣味活動 羊毛等を使用したクラフト作りや染色を教え合い楽しむ 第３月曜日 10時～15時 西多世代交流センター

47 トールの会 趣味活動
トールペイントを皆で楽しみながら子育ての悩みや仕事の悩みを話し合う。作品作りに集中す
る時間で心のゆとりを取り戻す。

隔週水曜日
10時～
12時30分

三鷹駅前コミュニティ・センター

48 みんなの本箱ヨガ部 趣味活動 ヨガや呼吸法を実践し健やかな心身を育む 第３水曜日
10時30分～
12時

みたかボランティアセンター

49 三鷹ウエスト/障がい者ボッチャクラブ
ユニバーサルス
ポーツ

ボッチャを通じた障がい者へのスポーツ機会及び障がい者同士の交流機会の提供 毎月１回日曜日 午前又は午後
三鷹中央防災公園・元気創造プラザ
体育館

＜子育て＞

＜多世代で楽しむ＞

＊この団体は助成金交付後、緊急事態宣言等
により活動ができなかったため、助成金を全
額返金しています。

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ボランティア推進係

電話 0422-76-1271 、 FAX 0422-76-1273

メール chiiki@mitakashakyo.or.jp

問合せはこちら

問合せはこちら


