
サロン名 活動日 時　間 会　場 所在地 包括地域

いるかの会 第2・第4水
10：00～12：00
13：00～15：00

川口町中部会館 川口町921 川口

犬目ふれあい広場ひまわり 第3水 10：00～15：00 犬目会館 犬目町863 川口

あすなろ会 第2金･第3水 13：30～15：30 川口東部会館 川口町1970-1 川口

我笑会 第2金 13：00～17：00 川口市民センター 川口町3838 川口

船田ひだまり会
第2金
第4木

13：00～15：00
12：00～14：00

船田町会会館 長房町254 長房

長房西団地ひだまり会 第2木 13：00～15：00 長房西団地第2集会所 長房町588 長房

水崎ひだまり喫茶の会 第1木 10：00～13：00 水崎町町会会館 長房町18 長房

青春の会 水曜日(月2回) 13：30～15：00 長房ふれあい館
長房町588都営長房西１

号棟１階
長房

松が谷福祉の会まつぼっくり

30番地　第1木・第2
月

49番地　第3月
52番地　第1火・第4

金

30番地　13：30～15：
30

49番地　13：30～15：
30

52番地　10：00～12：
00・13：30～15：30

27・30番地集会所
49番地集会所
52番地集会所

松が谷・鹿島 堀之内

ふれあい清川
第2水
第3日

10：00～13：00
清川町自治会館
きよぴー＆とまと

清川町35-1
清川町22-3

中野

ふらっとサロン 第3水 13：30～15：30 片倉時田ホール 片倉町102-4 片倉

いこいの談話室
第1木
第2月

10：00～12：00
ヴェルデ秋葉台集会所

エミネンス長池南団地集会所
別所2-10-5
別所2-9-3

南大沢

さざんかクラブ 第3月 13：30～15：30 青陽園地域交流スペース 川口町1543 川口

たかね陽だまりサロン 第3月 13：30～15：30 高嶺団地自治会館 絹ヶ丘3-16-5 長沼

ふれあい喫茶ポラーノ 第3土 13：00～15：00 絹ヶ丘１丁目自治会館 絹ヶ丘1-5-7 長沼

お元気クラブ 第2火 10：00～12：00 台町市民センター 台町3-20-1 大横

ふれあいサロン中野 第2金 13：00～17：00 東二町会ふれあいホール 中野山王2丁目 中野

滝山サロン 第3水 13：00～16：00 丸山町滝山台自治会館 丸山町1-8 左入

柚子の会 第2水 10：00～12：00 長池ネイチャーセンター 別所2-58 南大沢

片倉台ふれあい・いきいきｻﾛﾝ 第3木 13：30～15：30 片倉台自治会館 片倉町1221-25 片倉

追分ふれあいサロン 第2日 14：00～16：00 追分町会館 追分町10-16 中野

いちょう・くらぶ 第4木 13：30～15：00 千人町２丁目会館 千人町2-7-10 中野

健やか宝笑会 第4木 13：30～15：30 宝生寺団地第一自治会館 西寺方町1019-193 元八王子

大和田ひだまりの会 第2・4金 13：30～15：30 上大和田町会会館 大和田町6-15-3 旭町

日吉ふれあい・憩いの会 毎月20日 10：00～12：00 日吉町１丁目会館 日吉町19-7 中野

元本郷サロンふれあい喫茶 第2又は第3水 10：00～12：00 元本郷町１丁目会館 元本郷町1-23-13 中野

石川サロン【やすらぎ】 第3火 13：00～15：00 石川団地集会所 石川町1920-8-101 左入

いきいき長沼サロン 第1木 13：30～16：00 長沼春日会館 長沼町1246 長沼

館町団地福祉支援ネットワーク 第2・第4土 10：00～15：30 館町会館 館町1848-7 寺田

寺田ほっとサロン 第4金 14：00～16：00 寺田センター集会所
寺田町432　ｽｰﾊﾟｰﾅｶﾔ2

階
寺田

陽光台サロン 第4土 13：30～16：00 多摩陽光台自治会集会所 他 東中野293-49 堀之内

鑓水サロン 第1金・第3火 13：30～15：00 グランスイート集会所 鑓水2-78-2 南大沢

粟の須なごみサロン 第1土・第3日 10：00～12：00 小宮なごみの家 小宮1109-8 左入

みなみ野ふれあいサロン 第1・第3火 13：30～16：00 みなみ野シティ会館 七国4丁目ー1 片倉

ふれあい・いきいきサロン一覧　（平成28年10月14日現在）



ふれあいサロンけやき 第1木 13：00～15：00 中散田町会会館 散田町4-13-13 めじろ

レモンの会
第2金・第4月
第1土・第3金

13：00～15：00
10：00～11：30

本町二丁目会館
いちょうホール・オリンパスホール

本町28-4
本町24-1・子安町4-7-1

旭町

柚木の会 第1・第3木 13：00～16：00 由木中央市民センター 下柚木648 堀之内

サロンゆきやなぎ 第1・第3土（6月～） 13：00～16：00 グリーンコープ鹿島内集会所 鹿島22-1 堀之内

フェアヒルズ交流サロン 第3金 10：00～12：00
フェアヒルズ南大沢マンション共用

棟
松木80-7 南大沢

サロン和楽三田 第4木 10：00～12：00 三田町会会館 東浅川町521-3 高尾

喫茶室オリーブ 第2土(年2回第3土) 13：00～15：00
馬場谷戸会館

宮崎　宅
左入町529-2
左入町543

左入

お茶のみ水大学 第1月 13：30～15：30 台町４丁目会館 台町4-23-12 大横

北野台ふれあい喫茶室 第1・第3金
10：00～12：00
13：00～15：00

北野台自治会館 北野台4-25-1 長沼

いきいき喫茶ゆりのき
第1月
第3土

9：30～11：30
13：00～15：00

ゆりのき台自治会館 館町2300-404 寺田

あったかサロン 第３水 13：30～16：00 明神町会館 明神町1-26-10 旭町

山田こぶしの会 第2水 10：00～12：00 八王子市山田会館 山田町1662-1 めじろ

南陽台レククラブ 第2・第4火 10：00～12：00 南陽台自治会館 南陽台2-9-14 堀之内

いきいきサロン東四会館
第3木

毎月28日
10：00～12：00
19：00～21：00

中野上町東四会館 中野上町2-2-5 中野

ことぶきサロン 第4木他 13：00～15：00 鑓水団地集会所 鑓水2-73 南大沢

石川サロン 第2火 13：30～15：30 石川市民センター 石川町438 左入

甲の原サロン 第1金 13：00～15：00 中野町甲和会館 中野町2546-2 中野

サロンリンクソシエ 第2・第4水 13：30～15：30 ﾘﾝｸｿｼｴ南大沢1階ﾊﾟｰﾃｨｰﾙｰﾑ
鑓水2-81-2リンクソシエ

南大沢
南大沢

サロンフレンドリー 第3水 14：00～16：00
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ寺田第一管理組合34号棟

集会所
寺田町432-34 寺田

ひまわりサロン【長房】 第3月 12：30～15：30 新東集会所 長房町341 長房

めぐみ野会 第2土 13：00～16：00 由木めぐみ野管理組合集会所 下柚木1624-32 堀之内

ふれあいサロン五月 第4水 10：00～12：00 市営中野団地集会場 中野市営団地3-28-5 中野

サロンなごみ 第2金 13：00～15：00
多摩ニュータウン都営別所2丁目集

会所
別所2-22 南大沢

ノナ・シニアサロン 毎水・第1.3金 13：00～17：00 ノナ柚木坂団地B集会所 別所2-21 南大沢

わいわいサロン
毎月28回程度、月

～土
14：00～16：00 ﾜｲﾜｲｼｰ談話室　住宅集会所 横川町108-8-9 もとはち南

みんなのサロン長房 第1・第3土 11：00～14：00 長房西団地西集会所 長房町588 長房

サロンつくしんぼ 第1土・第3水 13：00～15：00 大和田団地新集会所 大和田町1-1 旭町

中郷ひだまり会 第1木 11：00～14：00 東照寺（長房町） 長房町1267 長房

さろんあいあいの会 第3土 13：30～15：30 八王子市ボランティアセンター 元横山町1-29-3 旭町

本町なでしこの会
第3水
第4水

13：00～15：00
10：00～11：30

本町三丁目会館 本町28-4 旭町

サロンとちの木 第2・第4水 14：00～15：30 鹿島３番地集会所 鹿島3-5 堀之内

いずみサロン 第1・第2金 13：30～15：00 泉町住宅供給公社集会所 泉町688 もとはち南

すみれの会
第2水
第3木

12：00～14：00
10：00～16：00

中野アパート自治会第2集会所 中野山王3-15-1 中野

元本郷なごみクラブ 月１回土 主に午後 元本郷なごみ会会館 元本郷町3-18-9 中野

あったかひろば
第2土
第4土

10：00～12：00
14：00～16：00

狭間住宅集会所 狭間町1464-1 高尾

長沼サロン　「おもだか」 第2・4火
14：00～15：30
10:30～12:00

長沼日邸会館 長沼町134-279 長沼

コミュニティサロンみどりの会 第1木・第4土
10：00～11：30
18：00～20：00

コーシャハイム八王子緑町自治会
集会所

緑町120-3 子安

蓮生寺団地ふれあいクラブ 第1土 10：00～12：00 蓮生寺団地集会所 別所1-29 南大沢



高尾ﾊﾟｰｸﾊｲﾂA棟ｱﾌﾀﾇｰﾝｻﾛﾝ 第4木 11：00～14：00 高尾パークハイツA棟3階集会室 初沢町1227-4-A 高尾

ひまわりサロン【中野】 第2月 13：00～15：00 中野団地第4集会所 中野山王3-18 中野

多賀ふれあいサロン 第3火 13：30～15：30
特定非営利活動法人木馬　ギャラ

リー木馬
元本郷町3-17-13 中野

ふれあいサロンたんぽぽ 第4水 13：30～15：30 犬目西部分会館 犬目町1296-1 川口

大和田絆の会 第1・第3木 13：30～16：00 大和田市民センター 大和田町5-9-1 旭町

西アパート・サロン 第3金 11：00～13：00 長房西アパート第六集会室 長房町588 長房

ふれあい・いきいきサロン「一
本松」

第1・第3水
第1・第3土

11：00～16：00 旧橋本吉弘宅（楢原町428-1） 楢原町428-1 川口

ル・クールふれあいサロン 第1・3火 10：00～12：00
ルクール八王子みなみ野3階キッチ

ンスタジアム
みなみ野1-8-3 片倉

サロンはっぴっぴー 第1火 10：00～11：30 大正琴広場 八幡町12-2 藤ビル1F 大横

日なたぼっこの会
第1・2月
第3木

13：30～15：30 松子舞団地自治会館 元八王子1-240-44 もとはち南

ふれあい174 第3火・日 13：00～15：00
グリーンタウン高尾団地管理組合

法人集会所
川町244-277 元八王子

サロンいっぷく 毎月10日 10：00～12：00 上川中部会館 上川町3488 川口

コーポ「絆」 第3土 10：00～17：00 めじろ台コーポラス集会場 狭間町1450-1 高尾

ふれあいカフェ　もみじ 火・木 10：00～16：00
紅葉台住宅地内（狭間町1994-

416）
狭間町1994-416 高尾

活き生きサロン 第1・第3金 12：00～16：00 上野町2丁目町会ふれあい会館 上野町90-8 子安

サロン野猿峠 主に第2・第4火 13：00～16：00 野猿峠地域交流センター 絹ヶ丘3-55-1 長沼

Bテラス・サロン ふじ 第4月 14：00～16：00 Bテラス集会所 松が谷20-15-1 堀之内

サロン　ド　ミライ 第1・第3月 9：00～12：00 ホームタウン松木集会所 松木431-3 南大沢

銀の会 毎月１回・水 9：00～12：00
ヴェルディールみなみ野集会室ま

たは
由井市民センターみなみ野分館

みなみ野1-11-2 片倉

片倉トークサロン 第4金 13：00～15：00 片倉記念館 片倉町 片倉

かたらいカフェ石川 火・木・金 12：00～15：00 石川事務所2階
石川町481　八王子市石

川事務所2階
左入

いちえ会 第4水 13：00～15：00
レジデンシアみなみ野デュアルラウ

ンジ
兵衛1-3-5 片倉

サロン・ド・ベルコリーヌ 第2・第3木
10：00～12：00
13：00～15：00

ベリコリーヌ集会所 南大沢5-13-2、5-7-1 南大沢

シックス倶楽部 毎週水 12：00～20：00 松が谷６番地住宅集会所 松が谷6-5 堀之内

いきいきサロン「コスモス」
第1月
第3水

13：30～15：30 川口南会館 川口町1542-7 川口

いきいきサロンどんぐり喫茶 毎週月・水 10：00～13：00 都立小山内裏公園パークセンター 町田市小山ヶ丘4-4 南大沢

南ひかりサロン 第2･第4木 13：30～16：00 長房南アパート第一集会所 長房町520番地 長房

グリーングリーン 第4火 14：00～16：00 グリーンヒル寺田第五住宅集会所 寺田町432-213 寺田

みつい台喫茶室 第３火 10：00～16：00 みつい台ファミリーホール みつい台2-2-2 左入

ほのぼの茶話会 第4木 14：00～17：00
グリーンタウン高尾自治会集会所B

棟
川町244番地293 元八王子

健康クラブ 第3日 10：00～11：30 高尾ﾊﾟｰｸﾊｲﾂB棟ﾏﾝｼｮﾝ集会室 初沢町1231-19 高尾

いきいきサロンよこかわ 日曜日以外 13：00～17：00 横川町住宅自治会館
横川町108横川町住宅8

号棟-3
もとはち南

サロン 花の木 第2水 13：30～15：30 楢原西部会館 楢原町529 川口

サニーサロン 第1・第3火 10：00～12：00 八王子サニーハイツ集会室 東浅川町546-19 高尾

散田クラブ
第2・4木
第4火
第3金

14：00～

12：00～
散田東町会館など 散田町3-21-19 めじろ

にこにこサロン 第2・第4水 13：30～15：30 旭ヶ丘自治会集会所 打越町1254 長沼

いきいきクラブ 第2・第4 13：00～15：00 高尾台住宅自治会館和室 元八王子町3-2750-1140 もとはち南

かたらいの会長房 第1・第3火 13:00～16:00 市営住宅長房第一団地集会場 長房町109 長房



中野西一サロン 第3木 11:00～12:00 八王子市中央会館 中野上町2-19-5 中野

駅前サロン 第3木 14:00～15:30 地域包括支援センター旭町 旭町8-10比留間ビル3階 旭町

元気クラブ 第3日 14:00～18:00 元木会館 下恩方617 元八王子

HCC-わくわくふれあいサロン
第2月、第3土、第4

木
13:00～15:00 宇津木台東団地管理組合集会所 久保山町1-9-124 左入

富士見ふれあいサロン
週４回
月・水・木・土

２～６時間
月10：00～12：00
水10：00～16：00
木・土13：00～16：00

富士見町自治会館 富士見町6-7 旭町

きよぴー
週５回
曜日不定期

５時間
11：00～16：00

YOU&I（商店街空き店舗） 清川町22-3 中野

いきいきクラブ
週７回 ６時間

10：00～16：00
高尾台テラス 元八王子3-2750-548 もとはち南

横五ふれあいいきいきサロン
週３回
月・水・金

２時間３０分
9：00～11：30

横川５丁目町会会館 横川町628-22 もとはち南

ふらっとカフェ
週５回
月・火・水・木・金

６時間
10：00～16：00

シルバーふらっと
相談室館が丘相談室内

館町1097
館ヶ丘団地2-5-101

寺田

サロンなでしこ

毎週水
第1日
第2土
第3木

14:00～16:00
13:00～15:00
14:00～16:00
10:00～12:00

上柚木団地集会所 上柚木3-16 堀之内

北野コミュニティサロン 毎週木 13:30～16:00 北野市民センター 北野町545-3 長沼

学園一番街コミュニティーサロ
ン

毎週木
10:00～12:00(延長あ
り)

学園一番街コミュニティーサロン 上柚木3-3 堀之内

めじろ台安心ねっと
①火・木
②金、日

①10:00～16:00
②12:30～18:30

①チロル(永生病院喫茶店跡地)
②めじろ台町会第1会館

①めじろ台3-46-1
②めじろ台4-12-1

もとはち南

おでかけサロン・さつき野
毎週金
火、土、日はイベン
ト

12：00～15:00 さつき野集会場 横川町829-16 高尾

モバイルケアとサロンの集い
毎週木
第1水

13:00～16:00 摺指町会会館 裏高尾地先 寺田

いきいきらいふの会　もとはち 毎週月、水、金 9：00～16：00 空き家(名称未定)
八王子市元八王子町2-
2018-20

もとはち南

みんなの居場所　カフェりぼん 月～金 10：00～16：00 みんなの居場所　カフェりぼん 上壱分方町771-1 元八王子

はちきたSC 毎週月・火・木 10：00～11：30 文化学園　八王子テニスコート 犬目町1777 川口

サロン・グリーンヒル寺田
月４回
木

14：00～16：00 グリーンヒル寺田団地103-201
寺田町432　グリーンヒル
寺田団地103号棟201号
室

寺田

常設サロン


