
サロン名 開催場所 住所 開催日 時間 参加費

1 萩の会 谷塚文化センター 谷塚仲町440 毎週月曜 13:00〜 月額500円

2 あじさい クレール松原集会所 栄町2-8-30 第2日曜 13:30〜 300円

3 サロン・イン・谷塚 谷塚南公園他 谷塚2-28 毎週月〜金 9:00〜 100円

4 サロンめだか 西町立野会館 西町828 第3火曜 10:00〜 100円

5 氷川ニコニコクラブ 氷川町内の広場、氷川吉澤グラウンド 氷川町280 毎週月・水・金 9:00〜 年会費1200円

6 宮沼ふれあい会 八幡コミュニティセンター、弁天公園 八幡町259 毎週火・木・土 9:00〜 食事会500円 手芸200円

7 お茶や 新栄町団地集会所 新栄町団地 第2木曜 10:00〜 200円

8 子育てサロン・ウエスト あきちゃんち 西町640-3 第2水曜 11:00〜 100円

9 サロン松江 松江中央町会会館 松江3-13-12 第1金曜 13:00〜 200円

10 せんちゃまふれあいサロン せんちゃま保育室２階 神明1-3-47 第3月曜 12:00〜 600円

11 サロン仲良し 稲荷南町会会館 稲荷3-13-40 第4土曜 13：00〜 200円

12 かるがもクラブ 西町立野会館 西町828 第4火曜 10:00〜 100円

13 氷川ラジオ体操の会 氷川小学校校庭 氷川町448 日曜祭日以外毎日 6：20〜 年会費1000円

14 松江ストレッチ・フレンズ 松江第二町会会館 松江6-7-12 第2・4金曜 13:30〜 0円

15 フクフクサロン 松江中央町会会館 松江3-13-12 第1・3水曜 13:30〜 100円

16 視覚障がい者　虹の会 アコスホール、草加市文化会館 高砂2-7-1、松江1-1-5 第2土曜 13:00〜 年会費1000円

17 サロンもみじ 稲荷コミュニティセンター、稲荷町会会館 稲荷4-25-14 第3金曜 12:00〜 年会費1000円 

18 さつき会 西町東部自治会会館 西町774-2 第3月曜 10:00〜 100円

19 そよかぜ 稲荷南町会会館 稲荷3-13-40 第3土曜 10:00〜 200円

20 ひまわりフォークダンスクラブ 新田ミニコミュニティセンター 金明町164-2 第3土曜 10:00〜 300円

21 サロンお茶の間 金明町会館 金明町655 第1火曜 10:00〜 100円

22 しんえいサロン 新栄町会館 新栄町436 第1火曜 10：00〜 100円

23 松原ハイツいきいきサロンやすらぎ 松原ハイツ集会室 北谷1-1-1 第2木曜 14:00〜 100円

24 手習いサロンどんぐり みんなのひろば　あきちゃんち 西町640-3 第2・4金曜 13:00〜 200円

25 高年者のひろばコスモス みんなのひろば　あきちゃんち 西町640-3 第1・3月曜 10:00〜 200円

26 ふれあい・いきいきサロン葉月 氷川草加町会会館 草加2-6-9 第1・3木曜 10:00〜 100円

27 どんぐりの会 新栄町団地 新栄4-1000　新栄町団地1-9 第3金曜 13:00〜 300

サロン名 開催場所 住所 開催日 時間 参加費

28 歌と手芸の憩いのえんがわ 八幡コミュニティセンター 八幡町259 毎週土曜 9:30〜 1ヶ月500円 （手芸材料費込）

29 カラオケサロンカナリア みんなのひろば　あきちゃんち 西町640-3 第1・3金曜 13:00〜 400円

30 手芸サクラ ふれあいの里 新里町106-6 第2・4土曜 9:00〜 100円

31 とらいあんぐる 獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター 松原1ー1-10 第1or2火曜 10:00〜 一組300円

32 ふじの会 プレミアムプレイス草加松原 中根1-1-1 第3金曜 10:00〜 100円

33 ワンコインお茶のみサロン谷塚(南) 谷塚南ミニコミュニティーセンター 谷塚2-9-15 第1・3水曜 11:00〜 100円

34 手話チャットサロン 谷塚文化センター 谷塚仲町440 第2・4火曜 11:00〜 月100円

35 サロンひかり デイサービスセンターあおやぎ 青柳8-52-34 第4月曜 13:30〜 月200円

36 サロン雅 高砂コミュニティセンター 中央1-2-5 第2水曜 10:00〜 200円

37 健康麻雀・我楽多会 中央公民館　他 住吉2-9-1 第1・3水曜 9:00〜 500円

38 ＳＯＫＡ　ＦＲＩＥＮＤＳ 草加市スポーツ健康都市記念体育館 瀬崎6-31-1 月1回（土or日） 9:00〜 300円

39 たんぽぽ 社会福祉活動センター 手代2-17-17 第3水曜 10:00〜 200円

40 おしゃべりサロン　ふささらさいさい 谷塚南町会会館 谷塚町473-5 第3木曜 11:30〜 100円

41 いきいきサンガ 草加北ミニコミュニティセンター 草加1-16-14 第3日曜 13:00〜 100円

42 瀬崎おしゃべりサロン 瀬崎コミュニティセンター 瀬崎6-6-22 第1・3月曜 10:00〜 100円

43 松原将棋クラブ ハーモネスタワー団地集会室（2F） 松原1-1-6 毎週日曜 13:00〜 月300円

44 スマイルサロン 新田西文化センター 清門3-49-1 第1月曜 10:00〜 100円

45 サロン松原 松原ミニコミュニティセンター 旭町4-1-16 第3水曜 13:30〜 100円

46 お楽しみ・おしゃべりサロン グリーンライフ草加 瀬崎2-27-15 第2火曜 14:00〜 100円

47 親の会「ひまわり」 草加市文化会館 松江1-1-5 第4木曜 10:00〜 100円

48 みんなのひ・ろ・ば コンフォール草加　集会所 中央2-5 第3月曜 13:00〜 200円

49 和間人（わかんと） フリースペースSole 神明1-12-3 第4月曜 10:00〜 100円

50 おしゃべりサロン　ラッキー楽喜 デイサービスセンター喜楽苑 青柳8-29-12 第1土曜 13:30〜 100円

51 プチコリベビー 獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター 松原1ー1-10 第1or2月曜 10:00〜 300円

52 サロンマイカ 瀬崎コミュニティセンター 瀬崎6-6-22 第3月曜 16:00〜 子ども0円、大人300円

53 地域サロン「柳島」 ウエルシア柳島店 柳島645-3 第3火曜 13:00〜 100円

54 うさぎサロン 下兎会館 谷塚町1828 第1、3木曜 10:00〜 100円

55 ふれあいサロンえんがわ 青柳町上町会館 青柳8-56-17 毎週金曜 10:00〜 0円

56 たぬきのお家 さかえーる 栄町1-1-14 毎週木曜 14:00〜 0円

ふれあい・いきいきサロン　

介護予防・日常生活支援総合事業　通所型サービスB

ジャンプ教室

子どもの支援・活躍の場

オレンジカフェ

団体名 活動場所 住所 開催日 時間

1 ワンコインサロン 谷塚南ミニコミセン 谷塚2-9-15 第3水 11：00〜

2 谷塚コリーナ 谷塚コリーナ 瀬崎1-9-1 第1月　第3木　 10:00〜

3 キングス広場 ケアハウスキングス・ガーデン 遊馬町185 毎週火曜 13:30〜

4 たんぽぽ 草加市社会福祉活動センター 手代2-17-17 第3水曜 10:00〜

5 手代町さくら会 吉町集会所 吉町3-9-24 毎週土曜 10:00〜

6 西町東部自治会 西町東部自治会館 西町774-2 第1・3月曜 13:30〜

7 小山町町会 小山町会館 小山2-6-16 第1・3金曜 13:30〜

8 にこにこ体操クラブ であいの森 柿木町261-1 毎週木曜 9:30〜

9 旭町団地 旭町団地会館 旭町3-3 毎週木曜 10:00〜

10 新田平成塾 新田小 旭町6-12-11 第2・4金曜 13:30〜

オレンジカフェ一覧 開催場所 住所 開催日 時間 参加費

1 オレンジカフェ 草加キングス・ガーデン 遊馬町185 毎月第2土曜日 午後2時〜4時まで 100円

2 オレンジカフェ　ぬくもり ボンセジュール草加 氷川町2149-3 毎月第4土曜日 午後1時30分〜3時30分まで 100円

3 オレンジカフェ リバーサイドカフェ 栄町2-7-34 毎月第1土曜日 午後1時30分〜2時30分まで 100円

4 オレンジカフェ　さいゆう 埼友草加病院さいゆうヴィレッジ3階会議室 松原1-1-7-22 毎月第3土曜日 午後2時〜4時まで 200円

5 オレンジカフェ　りんちゃん デイサービスセンター草加 長栄2-20-1 毎月第2土曜日 午後2時〜4時まで 100円

6 オレンジカフェ　あおやぎ みんなの家・草加青柳 青柳6-26-6 毎月第3水曜日 午後1時30分〜3時30分まで 無料

団体名 所在地 開催曜日 時間

1 ＮＰＯ法人　
松原団地見守りネットワーク 松原2-1-22　コンフォール松原22号棟 月・水・金 12:00〜15:00

2 ふれあいセンター・新田
（医療生協さいたま草加支部）　

長栄1-779-1
エクセレントウエストこはく102 火・水・金 9:00〜15:00

3 ほんわかサロン
（草加キングス・ガーデン） 遊馬町185 火・金 13:30〜15:30

4 くらぶルーム「花グループ館」
（生活クラブ生活協同組合草加支部）

金明町1038
サンヴィレッジTANAKA1階（花グループ館） 金 10:00〜12:00

5 みんなのひろば　あきちゃんち 西町640-3 火・木・土 10:00〜16:00

6 さかえーる（草加市社会福祉協議会）栄町1-1-14 月・水・木 10:00〜15:00

7 草加こうりん 住吉2-7-1　ベルゾーネ曙201 月・水・金 10:00〜15:00

名前 開催場所 住所 開催日 時間

1 松江こども塾　（放課後子どもの居場所） 松江第2町会会館 松江6-7-12 毎週火曜日 16:00〜18:00

2 子供食堂MumPlaza 有料老人ホームライブラリMum草加 金明町781-1 毎週月曜日 16:30〜18:30

3 ジョイフルファミリー　子ども食堂 リバーサイドカフェ 栄町2-7-34 第2土曜日　第4木曜日 12:00〜14:00　17:30〜19:00

4 たぬきのお家　（放課後子どもの居場所） さかえーる 栄町1-1-14 毎週木曜日 14:00〜夕焼けチャイム

5 草加こども未来食堂マイカ 瀬崎コミュニティセンター 瀬崎6-6-22 第3月曜日 17:30〜19:00

問合せ先 ： 草加市社会福祉協議会　　　　
☎ 048-932-6770　　　　　　

問合せ先 ： 草加市介護保険課　給付係　　
　☎ 048-922-1421　　　　　　

問合せ先 ： 草加市長寿支援課　地域支援係
　☎ 048-922-2862　　　　　　

問合せ先 ： 草加市社会福祉協議会　　　　  
　☎ 048-932-6770　　　　　　

問合せ先 ： 草加市長寿支援課　地域支援係
　☎ 048-922-2862　　　　　　


