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〈水口学区〉 水口第６区 「ミニサークルすみれ会」

水口第９区 「第９区健康サロン」

南区 「南区ふれあいいきいきサロンの会（百歳体操）」

「南区ふれあいいきいきサロンの会」

水口第１３区 「あじさいサロン」

幸ケ平自治会 「ふれあいいきいきサロン幸ケ平」

朝日が丘区 「朝日が丘区ふれあいいきいきサロン会」

古城が丘区 「古城が丘ふれあいいきいきサロン」

東古城が丘区 「介護予防ミニサークル東古城が丘」

松尾区 「ことぶき会」

松尾団地区 「ふれあいいきいきサロン」

「ほのぼのサロン」

水口松尾台区 「おしゃべりサロン」

〈綾野学区〉 水口第１６区 「第１６区日和会」

城南区 「城南区ふれあいいきいきサロン」

水口第１８区 「１８区ふれあいいきいきサロン」

林口区 「ふれあいサロンひまわり会」

名坂区 「名坂いきいきサロン」

東名坂区 「憩いのひろば東名坂」

名坂堂山区 「名坂堂山健康サロン」

「ふれあい健康サロン」

〈岩上学区〉 中畑区 「中畑ふれあいサロン」

城が丘区 「城が丘おしゃべりサロン」

今郷区 「今郷はなまるサロン」

嶬峨区 「嶬峨区いきいきサロン」

和野区 「和野区ふれあい生き活き体操」

水口地域



〈伴谷学区〉 八田区 「いこいの会 おしゃべり会」

春日区 「春日いきいきサロン」

下山区 「ふれ愛いきいきサロン」

伴中山区 「ミニサークル遊友」

山区 「山区ナツメロ会」

広野台東区 「ふれ愛クラブ お話しサロン」

広野台西区 「いきいきお話しサロン」

桜ヶ丘区 「百歳体操」

第三水口台区 「木曜ごごカフェ」

菅谷区 「なかま」

〈柏木学区〉 泉区 「ふれあいサロンはればれ会」

酒人区 「酒人ミニサークルほのぼの会」

植区 「植お達者クラブ」

宇田区 「介護予防ミニサークルむつみ会」

北脇区 「ゆうゆうサロン」

山手区 「ひだまりサロン」

「ニコニコサロン」

大法寺区 「ミニサロンあすなろ会」

柏貴区 「ふれあいサロン柏貴」

〈貴生川学区〉 虫生野区 「ほほえみ会」

貴生川第１区 「貴生川第１区ふれあいサロン」

貴生川第２区 「いきいきサロン 貴生川２区すこやか会」

貴生川第３区 「第３区いきいきサロンタンポポ会」」

「いきいきサロン 三区元気クラブ」

西内貴区 「健康教室（百歳体操）」

北内貴区 「ふれあいいきいきサロンかがやき」

宇川区 「生き生きクラブ」

高山区 「介護予防ミニサークル あじさい」

三大寺区 「いいみちサロン」

かふかの丘区 「昭和サロン」

三本柳区 「三本柳いきいき会」

牛飼区 「遊々サロン うしかい」

杣中区 「杣中いきいきサロン」

山上区 「山上ミニサークル」



土山地域
〈鮎河学区〉 大河原1・2区 「大河原ふれあいサロン」

東野1・2区 「東野サロン」

西野1・2区 「西野ふれあいサロン」

〈山内学区〉 黒滝区 「黒滝住吉サロン」

上の平区 「上の平ふれあいいきいきサロン」

中之組区 「中之組わいわいサロン」

川西区 「川西ふれあいサロン」

黒川市場区 「黒川市場いきいきサロン」

猪鼻区 「猪鼻やまびこサロン」

山中区 「山中すずかサロン」

笹路区 「笹路ふれあいサロン」

山女原区 「山女原ほがらかサロン百舌鳥」

〈土山学区〉 南東・北東区 「東区ふれあいサロン」

南西区 「白川サロン」

「11番組いきいきサロン」

北芝区 「北芝ふれあいサロン」

北西区 「愛宕ふれあいサロン」

「和草野いきいきサロン」

西瀬音区 「一ノ瀬ふれあいサロン」

野上野区 「野上野ふれあいサロン」

〈大野学区〉 頓宮区 「トントンなかまの集い、トントンサロン」

前野区 「前野区ふれあいサロン」

市場区 「和輪サロン」

徳原区 「徳原ふれあいサロン」

今宿区 「今宿ふれあいサロン」

里区 「里区ふれあいサロン」

寺前自治会 「寺前自治会ふれあいサロン」

末田区 「末田ふれあいいきいきサロン」



〈大原学区〉 檪野区 「ふれあいサロン らくやの里」

神区 「かむらいきいきサロン」

大原上田区 「ほっとサロン上田」

大久保区 「大久保わかちあいサロン」

大原中区 「和み会」

「にじ色サロン大原中」

拝坂区 「拝坂ふれあいサロン」

鳥居野区 「鳥居野ふれあいサロン」

相模区 「相模ふれあいサロン」

大原市場区 「ほほえみサロンいちば」

高野区 「高野ほのぼのサロン」

〈油日学区〉 油日区 「油日いきいきサロン」

上野区 「ふれあいサロン上野ひなたぼっこ」

鹿深台区 「鹿深台ふれあいサロンコスモス会」

田堵野区 「田堵野ふれあいサロンひまわり」

滝区 「滝ふれあいいきいきサロン」

和田区 「和田ふれあいサロンなごみ」

高嶺区 「高嶺ふれあいサロンチューリップ」

五反田区 「五反田気楽サロン」

〈佐山学区〉 小佐治区 「小佐治いきいきサロン」

神保区 「神保ふれあいサロン」

隠岐区 「隠岐いきいきサロン」

岩室区 「岩室いきいきサロン」

〈広域サロン〉 町域 「ささえ愛サロン」

「にこにこサロン」

大原学区 「スマイル甲賀きらきらサロン」

甲賀地域



〈第一学区〉 寺庄区 「すみれグループ」 「日の出グループ」

「夕やけグループ」 「新町グループ」

「茜グループ」 「健やかグループ」

「中宿グループ」 「シルバー六角」

葛木区 「葛木ふれあいいきいきサロン」

深川区 「深川おたっしゃ広場」

深川市場区 「深川市場おたっしゃ広場」

稗谷区 「稗谷おたっしゃ広場」

森尻区 「森尻ほっとサロン」

宝木区 「宝木憩いの日」

耕心区 「耕心おたっしゃ広場」

ニューポリス区 「ニューポリスおたっしゃ広場」

〈第二学区〉 杉谷区 「新田おたっしゃ広場」

「市之瀬世代間交流会」

「南出おたっしゃ広場」

「川北おたっしゃ広場」

「里出おたっしゃ広場」

新治区 「新治おたっしゃ広場」

「ぬくもりサロンひまわり喫茶」

塩野区 「塩野おたっしゃ広場」

市原区 「市原おたっしゃ広場」

甲南地域



〈第三学区〉 柑子区 「柑子おたっしゃ広場」

下野川区 「下野川おたっしゃ広場」

上野川区 「上野川おたっしゃ広場」

下馬杉区 「下馬杉おたっしゃ広場」

上馬杉区 「上馬杉おたっしゃ広場」

〈中部学区〉 池田区 「池田おたっしゃ広場」

池田団地区 「笑声会（しょうせいかい）」

磯尾区 「上磯尾おたっしゃ広場」

「下磯尾おたっしゃ広場」

竜法師区 「竜法師おたっしゃ広場」

野尻区 「野尻おたっしゃ広場」

野田区 「野田おたっしゃ広場」

〈希望ヶ丘学区〉 希望ヶ丘区 「てとらほっとサロン」



〈信楽学区〉 神山区 「喜楽会」

神山・江田区 「コスモス会」

江田区 「江田サロン 悠々」

田代区 「ふれあいサロンたしろ」

畑区 「いきいきサロン櫻」

〈雲井学区〉 黄瀬区 「さらら福祉会100歳体操」

「黄瀬いきいきサロン」

牧区 「牧いきいきサロンすずらん会」

勅旨区 「勅旨いきいきサロンオアシス会」

丸岡区 「サロン丸岡」

〈小原学区〉 西区 「健やかサロン 西寿」

柞原区 「柞原ふれあいいきいきサロン」

中野区 「中野ふれあいいきいきサロン」

杉山区 「杉山いきいきサロン」

しがらきニュータウン区 「寿会いきいきサロン」

小川区 「小川いきいきサロン」

〈朝宮学区〉 上朝宮区 「ささゆりクラブ」

下朝宮区 「筍サークル

宮尻区 「ふれあいいきいきサロン宮尻」

〈多羅尾学区〉 多羅尾区 「いきいきサロン亀さんクラブ」

〈広 域〉 町域 「あくてぃふ紫香楽」

「金曜会」

信楽地域



おわりに

今回、ふれあいいきいきサロン事例集の作成にあたり、甲賀市内の各サロンに訪

問させていただきました。

どの地域も、工夫を凝らしながら実施され、たくさんの笑顔から、この居場所を楽

しみにされていることが分かりました。

今後も地域の実情に合わせながら、居場所づくりが続けていけるよう、甲賀市社

会福祉協議会もお手伝いができればと思います。

今回の事例集は初版であり、事例集に掲載していない地域もありますが、ご一読

いただき、今後の活動の参考にしていただければと思います。

ご協力いただきました皆さまありがとうございました。

作 成 ： 甲賀市社会福祉協議会 地域の居場所プロジェクト

問合せ ： 甲賀市社会福祉協議会 地域福祉課

甲賀市水口町水口5609

TEL 0748－76－3287

FAX 0748－63－2021

発 行 ： 令和 2年10月

「ふれあいいきいきサロン推進事業」は、地域力強化推進事業／
生活支援体制整備事業／共同募金の助成を受けて実施しています。

事例集


