
住民主体サービス実施団体一覧 令和４年７月現在

中学校区 団体名 内容 活動日 場所 住所

あさひ歌の会 脳・全身トレーニング、歌 第４木曜日　10:00～11:30 ハーモニー春日井（青年の家） 西尾町392

さくらクラブ 介護予防体操
第１・２・３月曜日　13:30～
15:00

神屋団地集会所 神屋町1582-１

坂下お達者クラブ 介護予防体操、合唱、脳トレ、体力測定、講座、茶話会 第1・３火曜日　10:00～11:30 坂下区公会堂 坂下町３-６

坂下地区社会福祉協議会「健やかサロン絆」 介護予防体操、ゲ-ム、脳トレ 第２・４水曜日　9:30～11:30 明知町公民館 明知町907

うえのクラブ「うえのシニアストレッチ同好会」 ストレッチ運動、茶話会 毎週土曜日　９:50～11:30 上野公民館 上野町426

ＮＰＯ法人ギブアンドテイク春日井 健康麻雀、茶話会
毎週火、水、木曜日　13:00～
16:00

みんなの家明知（旧JA明知） 明知町字西厚金852-2

ゆりの会 介護予防体操、茶話会 毎週水曜日　13:00～14:30 坂下区公会堂 坂下町３-６

高蔵寺ニュ-タウン女性百人委員会麻雀クラブ 健康麻雀、茶話会
毎週月・木・土曜日　13:00～
16:00

野の花 中央台７-13-12

高森台地区社会福祉協議会「１０の会」 体操、コーヒーサロン 毎月10日　10:00～12:00 高森台団地集会所 高森台10-２-３

高森台サロン 体操、茶話会 毎週水曜日　10:00～11:30 高森台西部集会所 高森台３-２

石尾台４丁目道樹会 カラオケ、コーラス 毎週月曜日　13:30～15:30 石尾台４丁目集会所 石尾台4丁目　緑地３３号公園

高森台団地自治会 茶話会、DVD鑑賞、手芸、健康麻雀、将棋、囲碁等
毎週月・木・土曜日　10:00～
12:00

コミュニティサロン高森台「ふれ
あい広場あじさい」

高森台10-２-３　２号棟

ＮＡＳ民 合唱 第４水曜日　11:00～12:00
スポーツクラブＮＡＳサンマル
シェ１階ＮＡＳホール

中央台２-１-11

中央台さくらクラブ 介護予防体操、脳トレ、茶話会 毎週月曜日　10:30～11:45 中央台特別分譲住宅集会所 中央台４-１-３

石尾台４丁目道樹会 健康麻雀
第１・２火曜日　13:30～16:30
第３・４金曜日　13:30～16:30

石尾台４丁目集会所 石尾台4丁目　緑地３３号公園

石尾台4丁目自治会「石尾台4丁目囲碁交流会」 囲碁 毎週木曜日　13:00～17:00 石尾台４丁目集会所 石尾台4丁目　緑地３３号公園

石尾台グラウンドゴルフ同好会 グラウンドゴルフ、茶話会
毎週月・水・金曜日　８:30～
10:30

石尾公園・緑ケ丘老人憩いの家 石尾台２-２・石尾台６-５-15

サボテンクラブ石尾台東 運動、体操、茶話会 毎週金曜日　10:00～12:00 石尾公園東集会所 石尾台２-６-２

石尾台地区社会福祉協議会
①おしゃべり会
②おしゃべりサロン

①第２土曜日　13:00～15:00
②第４金曜日　10:00～12:00

緑ケ丘老人憩いの家 石尾台６-５-15

さわやかお早う体操会
①ラジオ体操、太極拳、エアロビクス、フォークダンス
②卓球

①毎日　６:00～７:00
②毎週日曜日　18:00～20:00

石尾台小学校校庭・体育館 石尾台６-２

高蔵寺NTコグニクラブ 介護予防体操、茶話会、講座、交流会 毎週月・木曜日　13:30～15:30 石尾公園東集会所 石尾台２-６-２

玉川地区社会福祉協議会「細野外之原上高齢者サロン」 介護予防体操、茶話会 第３水曜日　10:00～11:00 細野公民館 細野町3173-2

石尾台女声コーラス 唱歌、コーラス 毎週金曜日　13:30～15:00 石尾台会集会所 石尾台3-5-16・西尾台392

石尾台４丁目自治会 茶話会、研修会 第３金曜日　10:00～11:30 石尾台４丁目集会所 石尾台4丁目　緑地３３号公園

④藤山台 ぐるっぽさぼてん 介護予防体操、茶話会 毎週木曜日　14:00～15:30 グルッポふじとう 藤山台１-１

岩成台西地区社会福祉協議会「ほのぼの」
①体操、太極拳、脳トレ、歌
②健康麻雀

①第３金曜日　10:00～12:00
②第２・４水曜日　13:00～

岩成台西町内会集会所 岩成台10-15-3

わくわくクラブ 健康づくり体操、介護予防体操 毎週木曜日　10:30～12:00 水辺老人憩いの家 岩成台２-７-１

ノビノビ体操クラブ 介護予防運動、セラバンドを使った体操 毎週木曜日　14:00～15:00 白山公会堂 白山町８-13-３

カラ・わの会 カラオケ 第４水曜日　13:30～15:30 カラオケ三角定規、白山公会堂
白山町６-11-19、白山町8-
13-3

岩成台団地自治会 卓球、ラダーゲッター、介護予防体操等
毎週月・水曜日　10:00～12:00
第４金曜日　10:00～12:00

岩成台第１集会所（コミュニティ
スペース洋室）

岩成台６-２-３　18号棟

①坂下

②高森台

⑤岩成台

③石尾台
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住民主体サービス実施団体一覧 令和４年７月現在

中学校区 団体名 内容 活動日 場所 住所

松本サボテンクラブ 介護予防運動、脳トレ、歌唱 毎週金曜日　13:30～15:00 松本公民館 松本町２-１-３

不二・出川地区社会福祉協議会「不二・出川にこにこサ
ロン」

体操、茶話会等 第２金曜日　13:30～15:30 出川町公民館 出川町５-７-２

不二フレンズクラブ不二サロン
①介護予防体操、趣味講座、茶話会
②グラウンドゴルフ

①毎週火曜日　10:00～16:00
②毎週木曜日　10:00～12:00

不二老人憩いの家、不二公園 気噴町北１-225

高座サロン 音楽療法、茶話会 第１・３木曜日　10:00～11:30 会長宅 高座町

いきいきサロン高座台 音楽療法、口腔体操、健康体操、茶話会、講座 第２・４金曜日　９:30～12:00 UR高座台団地集会所
高座台２
１０２、１０３号棟の間

庄名ことぶきクラブ 体操、茶話会、講座 毎週火曜日　13:30～15:00 庄名町公民館 庄名町２-12-23

ひまわりサロン 介護予防体操、茶話会
第１～４月曜日　13:30～15:00
第１～４木曜日　10:00～11:30

不二老人憩いの家 気噴町北１-225

HLL会 介護予防体操、茶話会、講座 毎週金曜日　10:00～11:30 高蔵寺町西部会館 高蔵寺町３-69

大泉寺地区社会福祉協議会「サロンいずみ」 介護予防運動、脳トレゲ-ム、歌、茶話会 第３木曜日　10:00～12:00 大泉寺公民館 大泉寺町151-１

下市場地区社会福祉協議会「下市場サロン会」 介護エアロビックス、リズム体操、ぬり絵、脳トレ等 第４火曜日　13:30～15:30 下市場公民館 下市場町２-５

下北地区社会福祉協議会｢下北サロン会｣ 介護予防体操、茶話会 第３水曜日　10:00～12:00 下北公民館 十三塚町字十三塚3017-41

ふれあいサボテンクラブ 介護予防体操、脳トレーニング、卓球 毎週水曜日　13：00～16：30 ひなご老人憩いの家 熊野町1575

特定非営利活動法人フレンドリ-ゆうゆう企画 認知症・介護予防教室、交通安全教室、ウォーキング等 第２・４木曜日　10:00～12:00 グリ-ンパレス春日井他 東野町字落合池1-2

松原地区社会福祉協議会「下原サロン花＊花」 体操、レク、脳トレ等 第２・４火曜日　10:00～12:00 下原町公民館 下原町2067

春日井市サロン桃花園椿と小品盆栽会・桃樹会 俳句、茶道、書道、絵画、盆栽、太極拳、茶話会等
毎月第２日曜日　10:00～12:00
毎月第４日曜日　13:30～16:00

桃花園老人憩いの家 東山町５-15-６

道場山サロン 介護予防体操、茶話会、講座 第４木曜日　10:00～12:00 道場山集会所、大池児童遊園 西山町字大池1612-１

六軒屋地区社会福祉協議会「健康マージャンクラブ「す
ずめの会」」

マージャン 第１・３木曜日　13:30～16:30 六軒屋公民館２階ホール 六軒屋１丁目

はつらつウォーキング ウォーキング 第３金曜日　14:00～15:00 桃花園内グリーンベルト 東山町３-2345-1549

サロンゆいま～る 介護予防体操、麻雀、茶話会
第１水曜日　10:00～12:00
第３金曜日　13:30～15:30

ギャラリーゆんたく 西山町4丁目

篠木四ツ谷地区社会福祉協議会「サロン四ツ谷」 体操、書道、ぬり絵、茶話会等 毎週火曜日　10:00～11:00 篠木四ツ谷集会所 篠木町７-25-３

ことぶき町福祉サロンことぶき 茶話会 毎週水曜日　10:00～11:00 ことぶき町公民館 ことぶき町110－1

はるみサロン 介護予防・健康づくりストレッチ、茶話会 毎週水曜日　10:00～11:00 春見町公民館 春見町21-２

サ-クルあさやま あわおどり体操、脳トレ 第２・４火曜日　13:30～15:00 総合福祉センター 浅山町１-２-61

浅山・梅ケ坪地区社会福祉協議会「サロン浅山・梅ケ
坪」

介護予防体操、講座、茶話会 第１・３水曜日　10:00～11:30 春日井市総合福祉センター 浅山町１-２-61

⑨東部 たんぽぽ ヨガ、茶話会 毎週月曜日　10:00～11:00 篠木四ツ谷公民館 篠木町７-31-１

関田地区社会福祉協議会「サロン関田」 体操、踊り、ゲ-ム 第２木曜日　10:00～12:00 関田第一公民館 貴船町82

八幡地区社会福祉協議会　八幡フレンド会 体操、合唱、茶話会等 第２・４木曜日　10:00～12:00 八事公民館 八事町２-71

（第３水）生きいきサロンGO 音楽療法、軽体操、講座、脳トレーニング 第３水曜日　13:30～15:00 関田公民館 貴船町82

うたごえ広場・四ツ谷 歌唱、茶話会 第2・４木曜日　10:00～11:30 篠木四ツ谷集会所 篠木町７-25

篠木・穴橋地区社会福祉協議会「ゆうゆうサロン」 医療・健康・防犯・防災・趣味講座、茶話会
第１火・土曜日　14:00～16:00
（火曜日は第２の場合も有）

篠木七丁目南部集会所 篠木町７-１-１（かんね公園）

⑦南城

⑥高蔵寺

⑧松原
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ハーブの会 手芸、茶話会
第１・３木曜日　13:00～16:00
第２・４月曜日　9:30～12:30

篠木四ツ谷公民館 篠木町７-31-１

篠木・穴橋地区社会福祉協議会「サロン歌ごえ」 歌唱、茶話会 第２・４土曜日　14:00～16:00 篠木四ツ谷集会所 篠木町７-25

麻雀クラブ・四ツ谷 健康麻雀
第１・３・５土曜日　13:30～
16:30

篠木四ツ谷集会所 篠木町７-25

⑨東部 ピーチサロン篠木 介護予防体操、健康講座、茶話会等 第１月曜日　10:00～12:00 ＪＡ関田支店集会所、篠木小学校
浅山町１-３-45
篠木町5-1313-3

篠木・穴橋地区社会福祉協議会「ゲームサロン」 健康麻雀、囲碁、将棋、絵手紙 第２・４金曜日　14:00～16:00 堀新公民館 篠木町６-1643-72

いきいきサロン鳥居松委員会 健康体操、茶話会 第２・４火曜日　10:00～11:30 鳥居松町割公民館 鳥居松町

八事グラウンド・ゴルフクラブ（ＹＧＧＣ） グラウンドゴルフ
毎週月～水、金、土曜日午前
９:00～11:00

八事グラウンドゴルフ場 八事町1－30－１、31、32

カフェサロン凛 介護予防体操、茶話会 毎週火曜日　13:00～15:00 和みカフェ凛 篠木町１－59

鷹来地区社会福祉協議会「桃山サロン」 認知症・介護予防トレーニング、茶話会、講座 第１水曜日　10:00～12:00 桃山区民会館 桃山町２-309

鷹来地区社会福祉協議会「GOGO大手」
①カラオケ
②体操、レク、講座等

①第１・３水曜日　13:30～
16:00

大手学習供用施設（大手公民館） 大手町４-４-６

内浦町内会 介護予防体操、茶話会、講座 第３日曜日　14:30～15:30 喫茶ボンゴ 上田楽町2964-1

鷹来地区社会福祉協議会 介護予防体操、茶話会 第２木曜日　10:00～12:00 大手田酉集会所 大手田酉２－２－２

鳥居松地区社会福祉協議会「さわやかサロン月見」 体操、茶話会、講座 第１・３金曜日　10:00～12:00 月見町公会堂 月見町5608-１

月見町町内会 体操、茶話会、講座
第１・３火曜日　10:00～12:00
第２・４金曜日　10:00～12:00

月見町公会堂 月見町5608-１

上条新田地区社会福祉協議会「柏原サロン」 ストレッチ体操、物づくり、脳トレ、茶話会等 第２水曜日　10:00～12:00 柏原学習等供用施設 柏原町３-286

スマイルクラブ 介護予防体操 第１・３火曜日　10:00～11:30 八田公民館 八田町２-12-３

⑪柏原 八田朝宮地区社会福祉協議会「さくらサロン八田朝宮」 体操、茶話会 第２・４火曜日　10:00～11:30 八田公民館 八田町２-12-３

鼎会 介護予防体操、茶話会、講座 第１・３木曜日　13:00～15:00 会長宅 鳥居松町

ひだまり会 グランドゴルフ 毎週月曜日　９:00～11:00 天王公園 若草通５-70

八田東長寿会「コーヒーサロン」 茶話会、介護予防体操、合唱等 第１水曜日　10:00～12:00 八田老人憩いの家 八田町３-15-５

鳥居松親和会　鳥居松ＧＧ会 グランドゴルフ 毎週火・金曜日　10:00～11:00 鳥居松公園 鳥居松町３丁目

ＭＭグループ 介護予防体操、麻雀、茶話会 第3金曜日　10:00～12:00 柏東集会所 瑞穂通２－96

和ちゃん家 茶話会 第１・３火曜日　10:30～12:00 和ちゃん家 中切町

道風地区社会福祉協議会「かえるクラブ」 介護予防体操、茶話会 第１火曜日　9:30～11:30 松河戸公民館 松河戸町１-13-４

おしゃべりサロン小野 脳トレ、カラオケ、茶話会 毎週土曜日　10:00～12:00 小野区学習等供用施設 小野町２-75

弘法クラブ 介護予防体操、ヨガ、茶話会、講座 毎週月曜日　13:30～15:00 旭町学習等供用施設 若草通１-３-５

⑫中部

⑩鷹来
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中学校区 団体名 内容 活動日 場所 住所

牛山地区社会福祉協議会「モーモー倶楽部」
①囲碁、将棋、健康麻雀、オセロ
②カラオケ

①第２・４金曜日　13:00～
16:00

牛山ふれあいの家 牛山町2200-99

牛山南部百寿会「すずめの会」 交流、体操、パソコン教室、茶話会等 第１・３木曜日　９:00～14:30 牛山南部学習等供用施設 牛山町2356-4

牛山南部百寿会「カラオケクラブ」 交流、カラオケ、茶話会 第２・４木曜日　９:00～12:00 牛山南部学習等供用施設 牛山町2356-4

春日井地区社会福祉協議会｢如稲サロン｣ 介護予防体操、茶話会 第３木曜日　10:00～12:00 如稲学習等供用施設 如意申町４-16-10

牛山地区社会福祉協議会「ぬくもりの集い」 カラオケ、ゲーム、体操、茶話会 第３日曜日　13:00～15:00
第２グレイスフル春日井　地域交
流センター

牛山町3195-１

牛山地区社会福祉協議会「お喜楽クラブ」 手芸、体操 第３火曜日　午前、午後 牛山ふれあいの家 牛山町2200-99

いきいきさぼてんクラブ 介護予防体操、茶話会
毎週水曜日（月４回）　10:00～
11:30

味美白山町学習等供用施設 味美白山町１-２-７

中野町さぼてんクラブ 介護予防体操、茶話会
第１・３・４木曜日　13:30～
15:00

中野町学習等供用施設 中野町１-100-５

森のくまさん 茶話会 第３木曜日　9:00～正午 味美白山町学習等供用施設　１F 味美白山町１-２-７

美濃町さぼてんクラブ 体操、茶話会
毎週月曜日　13:30～15:00
毎週水曜日　10:00～11:30

美濃町学習等供用施設 美濃町２-217

花長町さぼてんクラブ 介護予防体操、茶話会 毎週金曜日　14:00～15:30 花長町学習等供用施設 花長町２-14-１

大和通・角崎町サボテンサロン 介護予防運動、体操、茶話会 毎週水曜日　10:00～11:30 勝川中部学習等供用施設 大和通1-7-1

吹矢サロン天翔会 健康吹矢、茶話会 毎週木曜日　10:00～12：00 花長町学習等供用施設 花長町２-14-１

※新型コロナウイルスの影響により内容が変更している場合があります

　　 【お問い合わせ先】

春日井市社会福祉協議会　地域支援課　地域福祉コーディネーター　

　電話：0568-85-4321

春日井市　健康福祉部　地域福祉課　地域包括ケア推進室　　

　　　　　　　　　　　　　　 　電話：0568-85-6187

⑮知多

⑬西部

⑭味美
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