
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下野下野下野下野ふれあいふれあいふれあいふれあいサロンサロンサロンサロン    

開催日開催日開催日開催日    水・木水・木水・木水・木    

会会会会    場場場場    下野集会所（下野下野集会所（下野下野集会所（下野下野集会所（下野 895895895895－－－－2222））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    カラオケカラオケカラオケカラオケ・麻雀・麻雀・麻雀・麻雀・・・・健康体操健康体操健康体操健康体操    

                納涼祭・芋煮会・餅つき会納涼祭・芋煮会・餅つき会納涼祭・芋煮会・餅つき会納涼祭・芋煮会・餅つき会    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    32323232----0871087108710871    藤田藤田藤田藤田    

サロンサロンサロンサロンさらいさらいさらいさらい    

開催日開催日開催日開催日    火火火火    

会会会会    場場場場    さくらさくらさくらさくら会館（会館（会館（会館（高野台西高野台西高野台西高野台西 3333----16161616----13131313））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    麻雀麻雀麻雀麻雀・点・点・点・点つなぎ・つなぎ・つなぎ・つなぎ・お話会お話会お話会お話会    等等等等    

            手作りの昼食を用意しています手作りの昼食を用意しています手作りの昼食を用意しています手作りの昼食を用意しています♪♪♪♪    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    34343434----8149814981498149    三宅三宅三宅三宅    

フレンドフレンドフレンドフレンド槇の槇の槇の槇の会会会会    

開催日開催日開催日開催日    火～火～火～火～木のうち木のうち木のうち木のうち 1111 日日日日    

会会会会    場場場場    中志中志中志中志集会所（集会所（集会所（集会所（下高野下高野下高野下高野 423423423423））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ・麻雀・麻雀・麻雀・麻雀    

                カラオケカラオケカラオケカラオケ    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    33333333----4120412041204120    栗原栗原栗原栗原    

 

シニアサロンシニアサロンシニアサロンシニアサロンかとりかとりかとりかとり    

開催日開催日開催日開催日    月月月月・第・第・第・第 1111 第第第第 3333 金金金金    

会会会会    場場場場    上上上上新田新田新田新田集会所集会所集会所集会所（（（（高野台西高野台西高野台西高野台西 2222----7777----13131313））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    吟詠吟詠吟詠吟詠・・・・カラオケカラオケカラオケカラオケ・囲碁将棋・囲碁将棋・囲碁将棋・囲碁将棋・麻雀・麻雀・麻雀・麻雀    

                体操・体操・体操・体操・はがきはがきはがきはがき絵絵絵絵    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    47474747----0122012201220122    品川品川品川品川    

サロンサロンサロンサロン大栄大栄大栄大栄    

開催日開催日開催日開催日    第第第第 2222・・・・3333・・・・4444 金金金金    

会会会会    場場場場    大栄大栄大栄大栄団地団地団地団地集会所集会所集会所集会所（下（下（下（下高高高高野野野野 623623623623----131131131131））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    娯楽会娯楽会娯楽会娯楽会（（（（麻雀麻雀麻雀麻雀・囲碁・将棋・わなげ・囲碁・将棋・わなげ・囲碁・将棋・わなげ・囲碁・将棋・わなげ等）等）等）等）    

    音楽音楽音楽音楽療法・絵手紙教室療法・絵手紙教室療法・絵手紙教室療法・絵手紙教室    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    32323232----1739173917391739    蓮見蓮見蓮見蓮見    

高野高野高野高野サロンかわせみサロンかわせみサロンかわせみサロンかわせみ    

開催日開催日開催日開催日    月月月月・・・・第１第１第１第１火・第火・第火・第火・第３３３３日日日日    

会会会会    場場場場    高野団地高野団地高野団地高野団地集会所（下集会所（下集会所（下集会所（下高高高高野野野野 1111----7777））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    げんきげんきげんきげんき SUGISUGISUGISUGI 体操体操体操体操・花・花・花・花あそびあそびあそびあそび    

    暮らしの暮らしの暮らしの暮らしの保健室保健室保健室保健室・・・・ランチランチランチランチ会会会会    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    33333333----2312231223122312    寺田寺田寺田寺田    

ふれふれふれふれ愛フレッシュ愛フレッシュ愛フレッシュ愛フレッシュサロンサロンサロンサロン    

開催日開催日開催日開催日    月月月月～～～～金金金金    

会会会会    場場場場    フレッシュ会館フレッシュ会館フレッシュ会館フレッシュ会館（（（（杉戸杉戸杉戸杉戸 3009300930093009----63636363））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    げんきげんきげんきげんき SUGISUGISUGISUGI 体操体操体操体操・歌声・歌声・歌声・歌声・・・・手芸手芸手芸手芸    

    麻雀麻雀麻雀麻雀・・・・映画映画映画映画・料理・料理・料理・料理教室＆教室＆教室＆教室＆晩酌晩酌晩酌晩酌    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    33333333----2435243524352435    佐藤佐藤佐藤佐藤    

上田上田上田上田サロンいこいの会サロンいこいの会サロンいこいの会サロンいこいの会    

開催日開催日開催日開催日    月月月月・・・・水水水水・・・・金金金金・・・・土土土土    

会会会会    場場場場    上田上田上田上田集会所（集会所（集会所（集会所（杉戸杉戸杉戸杉戸 909909909909----1111））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    げんきげんきげんきげんき SUGISUGISUGISUGI 体操体操体操体操・・・・グラウンドグラウンドグラウンドグラウンドゴルフゴルフゴルフゴルフ    

    暮らしの暮らしの暮らしの暮らしの保健室・保健室・保健室・保健室・詩吟詩吟詩吟詩吟・カラオケ・カラオケ・カラオケ・カラオケ    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    34343434----4403440344034403    大坪大坪大坪大坪    

いきがいサロンいきがいサロンいきがいサロンいきがいサロン    

開催日開催日開催日開催日    月月月月～金～金～金～金    

会会会会    場場場場    個人宅個人宅個人宅個人宅（（（（杉戸杉戸杉戸杉戸 2797279727972797----4444））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    げんきげんきげんきげんき SUGISUGISUGISUGI 体操体操体操体操・・・・暮らしの暮らしの暮らしの暮らしの保健室保健室保健室保健室    

                手芸・絵手紙・囲碁将棋・蕎麦手芸・絵手紙・囲碁将棋・蕎麦手芸・絵手紙・囲碁将棋・蕎麦手芸・絵手紙・囲碁将棋・蕎麦    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    090090090090----9327932793279327----5430543054305430    浜名浜名浜名浜名    

豊豊豊豊サロン２１サロン２１サロン２１サロン２１    

開催日開催日開催日開催日    木木木木    

会会会会    場場場場    豊後豊後豊後豊後集会所集会所集会所集会所（（（（清地清地清地清地 1433143314331433----1111））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    げんきげんきげんきげんき SUGISUGISUGISUGI 体操体操体操体操・・・・ヨガヨガヨガヨガ・脳トレ・脳トレ・脳トレ・脳トレ    

                ゲームゲームゲームゲーム・カラオケ・・カラオケ・・カラオケ・・カラオケ・親睦会親睦会親睦会親睦会    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    32323232----3002300230023002    大里大里大里大里    

みどりサロンみどりサロンみどりサロンみどりサロン    

開催日開催日開催日開催日    第第第第１・１・１・１・第第第第３日３日３日３日    

会会会会    場場場場    緑ヶ丘緑ヶ丘緑ヶ丘緑ヶ丘自治会館自治会館自治会館自治会館（（（（目目目目沼沼沼沼 137137137137----93939393））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ・カラオケ・カラオケ・カラオケ・カラオケ    

                折り紙折り紙折り紙折り紙・体操・ヨガ・体操・ヨガ・体操・ヨガ・体操・ヨガ    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    38383838----0054005400540054    黒沢黒沢黒沢黒沢    

ちとせサロンちとせサロンちとせサロンちとせサロン    

開催日開催日開催日開催日    第第第第１・１・１・１・第第第第３３３３火火火火    

会会会会    場場場場    堀口堀口堀口堀口集会所集会所集会所集会所（（（（鷲巣鷲巣鷲巣鷲巣 422422422422----1111））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    折り紙折り紙折り紙折り紙・手芸・将棋・手芸・将棋・手芸・将棋・手芸・将棋    等等等等    

                お弁当お弁当お弁当お弁当を購入できますを購入できますを購入できますを購入できます♪♪♪♪    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    38383838----0642064206420642    仁部仁部仁部仁部    

 

シニアサロンに足を運んでみませんか♪ 



 

 

 

いきいきいきいきいきいきいきいきサロン東サロン東サロン東サロン東    

開催日開催日開催日開催日    月月月月・・・・水水水水    

会会会会    場場場場    大蓮大蓮大蓮大蓮会館会館会館会館（（（（北北北北蓮沼蓮沼蓮沼蓮沼 345345345345----1111））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    カラオケカラオケカラオケカラオケ・グラウンドゴルフ・グラウンドゴルフ・グラウンドゴルフ・グラウンドゴルフ    

                暮らしの保健室暮らしの保健室暮らしの保健室暮らしの保健室    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    080080080080----5414541454145414----2984298429842984    高田高田高田高田    

ふれあいふれあいふれあいふれあいサロンサロンサロンサロンさくらさくらさくらさくら    

開催日開催日開催日開催日    木木木木・・・・第３土第３土第３土第３土    

会会会会    場場場場    並塚並塚並塚並塚集会所集会所集会所集会所（（（（並塚並塚並塚並塚 1068106810681068））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    マグダーツマグダーツマグダーツマグダーツ・カラオケ・わなげ・カラオケ・わなげ・カラオケ・わなげ・カラオケ・わなげ    

                グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ・講演会・講演会・講演会・講演会    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    38383838----2387238723872387    武井武井武井武井    

千歳サロン木千歳サロン木千歳サロン木千歳サロン木野川野川野川野川    

開催日開催日開催日開催日    月月月月    

会会会会    場場場場    木木木木野川会館野川会館野川会館野川会館（（（（木野川木野川木野川木野川 371371371371----1111））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    将棋・麻雀・カラオケ将棋・麻雀・カラオケ将棋・麻雀・カラオケ将棋・麻雀・カラオケ    

                げんきげんきげんきげんき SUGISUGISUGISUGI 体操体操体操体操    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    38383838----1532153215321532    吉吉吉吉濵濵濵濵    

 

ふれあいふれあいふれあいふれあいサロンふじサロンふじサロンふじサロンふじ    

開催日開催日開催日開催日    月月月月    

会会会会    場場場場    源内源内源内源内集会所集会所集会所集会所（（（（堤根堤根堤根堤根 468468468468））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    げんきげんきげんきげんき SUGISUGISUGISUGI 体操・脳トレ・茶話会体操・脳トレ・茶話会体操・脳トレ・茶話会体操・脳トレ・茶話会    

                カラオケ・麻雀・カラオケ・麻雀・カラオケ・麻雀・カラオケ・麻雀・蕎麦打ち蕎麦打ち蕎麦打ち蕎麦打ち    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    33333333----2346234623462346    千葉千葉千葉千葉    

 

すぎとすぎとすぎとすぎとピアサロンピアサロンピアサロンピアサロン    

開催日開催日開催日開催日    木木木木（（（（第５週目は休み）第５週目は休み）第５週目は休み）第５週目は休み）    

会会会会    場場場場    すぎとすぎとすぎとすぎとピア談話室ピア談話室ピア談話室ピア談話室（（（（堤根堤根堤根堤根 4742474247424742----1111））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    げんきげんきげんきげんき SUGISUGISUGISUGI 体操・音楽療法・映画体操・音楽療法・映画体操・音楽療法・映画体操・音楽療法・映画    

                MGMGMGMG 体操・出前いきいき体操体操・出前いきいき体操体操・出前いきいき体操体操・出前いきいき体操    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    32323232----7402740274027402    すぎとピアすぎとピアすぎとピアすぎとピア    

 

問合せ問合せ問合せ問合せ：杉戸町役場：杉戸町役場：杉戸町役場：杉戸町役場    高齢介護課高齢介護課高齢介護課高齢介護課    

高齢者高齢者高齢者高齢者福祉担当福祉担当福祉担当福祉担当    

☎☎☎☎    33333333----1111111111111111    内線内線内線内線 317317317317・・・・318318318318    

☆☆☆☆令令令令和元和元和元和元年年年年 7777 月発行月発行月発行月発行☆☆☆☆        

本郷本郷本郷本郷サロンサロンサロンサロン百日草百日草百日草百日草    

開催日開催日開催日開催日    月・金月・金月・金月・金（第（第（第（第 1111・・・・2222・・・・4444））））    

会会会会    場場場場    本郷本郷本郷本郷会館会館会館会館（（（（本郷本郷本郷本郷 1138113811381138））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    げんきげんきげんきげんき SUGISUGISUGISUGI 体操体操体操体操・・・・暮らしの保健室暮らしの保健室暮らしの保健室暮らしの保健室    

                脳トレ脳トレ脳トレ脳トレ・折り紙・折り紙・折り紙・折り紙・・・・絵手紙・絵手紙・絵手紙・絵手紙・茶話会茶話会茶話会茶話会    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎        35353535----1174117411741174    岡田岡田岡田岡田    

サロンサロンサロンサロンたんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ    

開催日開催日開催日開催日    第第第第１～４１～４１～４１～４金金金金    

会会会会    場場場場    倉付集会所倉付集会所倉付集会所倉付集会所（（（（本郷本郷本郷本郷 549549549549））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    体操体操体操体操・カラオケ・ゲーム・カラオケ・ゲーム・カラオケ・ゲーム・カラオケ・ゲーム    

                暮らしの保健室暮らしの保健室暮らしの保健室暮らしの保健室    等等等等    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    32323232----4700470047004700    髙﨑髙﨑髙﨑髙﨑    

泉泉泉泉サロンサロンサロンサロン    

開催日開催日開催日開催日    水水水水    

会会会会    場場場場    泉泉泉泉公民館公民館公民館公民館（（（（宮前宮前宮前宮前 37373737----1111））））    

活動活動活動活動内容内容内容内容    げんきげんきげんきげんき SUGISUGISUGISUGI 体操体操体操体操・・・・笑い笑い笑い笑いヨガヨガヨガヨガ    等等等等        

    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ☎☎☎☎    38383838----3253325332533253    加藤加藤加藤加藤    


