
令和3年6月21日時点

お互いさまのまちづくりネットワーク加入者一覧

開催頻度 活動概要

1
三本木町自治会　三本木お互いさまの
会

三本木町自治会 高師 月１回

(1)助け合い活動：100円/1人30分
(2)まちの居場所(1回/月)：里山ハイキング、小物作り、言葉あ
そび（短歌）、カラオケ同好会
(3)公園清掃活動（4公園）1～3回/月
(4)資源回収5回/年
(5)歌声喫茶3回/年

2 ひなたぼっこ 高師校区市民館 高師 月３回

・第1水曜日10時～11時30分：カフェ、おしゃべり　参加費100円
・第3水曜日10時30分～13時頃：体操、講座、お楽しみ企画、食
事会（500円）
・第4水曜日10時～12時：折り紙　参加費100円

3 株式会社つむぎコーポレーション 地域交流型デイサービス　つむぎ 飯村 月１回
地域の方に健康に関するイベントや楽しんでもらえるようなイベ
ントを第3日曜日（変更あり）に開催しています。内容により無料
のものと有料のものがあります。

4 なごみ会 高師原神社集会所 栄 月１回
軽い体操、懐かしい童謡、軽いゲーム、おしゃべり等
茶・菓子代等に100円頂きます。

5 岩田校区　支え合い活動「のん・ほい」 岩田校区 岩田 月１回

日常生活でちょっとした困りごとを地域のボランティアがお手伝
い。岩田校区在住で65才以上の一人暮らしの高齢者または高
齢者のみの世帯が対象。基本はボランティア1人が30分以内で
できるお手伝い。実費弁償として、自治会加入者100円、未加入
者200円。

6 笑いの会 笑いの会員の自宅 栄 週１回
料理教室、ゲーム等、童謡、唱歌、座ってできる体操、おしゃべ
り会

7 あんずカフェ 豊橋生協会館（牟呂・松崎町） 汐田 月１回

楽しくおしゃべりする場の一つとして、折り紙、オカリナの演奏、
骨密度・血管年齢の測定、熱中症予防の学習など定期的に計
画しています。
毎回10分程度体操や脳トレシートなどを行っています。

8 わいわい 佐藤町　けやき　つつじが丘 つつじが丘 月１回
デイサービス休みの土曜日に月1回200円の参加費で活動して
います。

9 彩幸クラブ 大清水校区と周辺 大清水 月１回
大清水彩幸グループホームを会場にして校区のハーモニカ同
好会の伴奏で合唱や体操、おしゃべりを楽しんでいます。参加
費は100円です。

10 きてみてひろばつつじ つつじが丘校区市民館　集会室 つつじが丘 月１回

毎月第4水曜日を活動日としています。午前10時から12時の時
間で、前半は主にゲストによる講演、講習などを行い後半は歌
や簡単な体操、お茶とお菓子で自由におしゃべりを楽しんでい
ます。参加費は100円です。

11 しゃべらまい会前田南 県営前田南住宅　１階集会室 松山 月１回

10時～12時（片付け含む）までの間に①おしゃべり②三河弁ラ
ジオ体操③手先を使ったり外部からの講師を招く等の脳トレ④
コーヒータイム⑤大きな声で歌を歌う。
1回100円を徴収。

12 新植田の会 新植田住宅　1,2号棟集会所 植田 月１回 毎月第2土曜日13：30～15：00まで　会費100円時々200円

13 ちいきカフェたけのこ 磯辺校区 磯辺 月１回
地域で世代を超えた交流の場所。誰でもが気軽に立ち寄れ、交
流し、支え合うための居場所づくり。

14
天伯団地　ささえ合い活動　ひだまりの
会

天伯団地 天伯 月４回

1　茶和会　第2土曜　歌声そよ風・おしゃべり　会費500円
2　茶和会　第4土曜　健康体操・おしゃべり　会費100円
3　手芸教室　第2金曜　手芸・健康麻雀・おしゃべり　会費100
円
4　カラオケ教室　第3金曜　カラオケ　会費100円
助け合い活動　庭木の剪定ほか21項目

15 ひこばえの会 植田校区　育清院（植田町中畑22） 植田 月１回

孫生え（ひこぼえ）とは樹木の切り株から生えてくる若芽のこと
です。高齢者はもとより子育て中のお母さんと赤ちゃんの参加も
お待ちしています。参加費は100円です。気軽におしゃべりしま
しょう。

16 洗心会 牛川町洗島地区 牛川 月１回

・交通安全のお話を聞く
・体操の正しいやり方（療法士の方）
・ふるさとのむかしと今のお話し（地域の自治会さん）
・童謡をみんなで歌う（コーラスの方の指導で）
・学生とボーリングや歌
・校区公民館のお掃除を全員で行う

17 八町リビング　ほっこり 八町 八町 月８回 ほの国体操　脳トレ　手芸他　参加費100円

18 げんき会　コミュニティカフェ・「プチ」 東部老人会館 岩田 月１回

毎回40分ほどおしゃべり、お茶（コーヒー、パン、ゆでたまご）
その時によりゲーム、歌、体操その他、囲碁もしています。
参加費100円
時：第4土曜日10時～11時30分

19 オレンジカフェ　天伯 特別養護老人ホーム天伯　2Ｆ 天伯 月１回
毎月第4金曜日10:00～12:00
参加費無料、菓子・飲み物あり
出前講座、演奏会等40分×2　ほの国体操10分程度

20 ふれあい処華 富士見校区（富士見台二丁目29-8） 富士見 週３回

・毎週木・金・土曜日9:30～15:00
・誰でも自由に、地域外からも可
・困った人の相談窓口になればと思っています。（現在、地域包
括支援センターにつなげている）
・活動費のためにコーヒー代（350～400円）　モーニング有り
・毎週木又は金曜日に将棋をしている。
・毎週金曜日1:30～豊橋とんとん体操（出前講座活用）、看護師
による認知症体操、その他
・毎月第1月曜日　10:00～絵手紙教室　参加費300円
・毎月第4月曜日　手作り教室（手芸、料理、その他）

21 豊橋みずほ会 あいトピア
豊橋

全校区
各教室
月2回

・みずほ会の基本：明るく、元気で、楽しく、感謝の心
・歌の教室：講師2名　会員数（93名）
・体操教室：講師2名　会員数（59名）
・年会費：1,200円　ただし、中途入会者は3月までの残月数×
100円
・月会費：歌の教室月2回（500円）　体操教室月2回（500円）

22 牛川北町「友和会」 牛川北町 牛川 月１回

1　「お助け隊」活動を実施中（過去にかなり実績があります）
2　お手伝いに関する料金はすべて無料
3　さわらび地域包括支援センター、民生委員、自治会との交流
会合を行っている
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23 もとまち集いカフェ 元町グループホーム 大清水 月１回

「食事やカフェ、イベントを楽しみながら、子どもからお年寄りま
で、多世代で交流する場をつくりたい」そんな想いから地域のボ
ランティアが運営しています。
参加費は子ども100円　大人300円です。

24 あさひ元気会 旭校区市民館 旭 月１回

あさひ元気会は、みんなで支え合う町づくりのために、お年寄り
の居場所づくりとして結成されたもので、豊橋市及び豊橋市社
会福祉協議会など関係機関、そして旭校区内各町自治会及び
各種団体との緊密な連携を図り、住民の福祉向上並びに地域
社会の発展に寄与することを目的としています。

25 らく楽クラブ 仁連木老人福祉センター 東田 月２回
豊橋とんとん体操、口腔ケア、レクリエーションなど年齢層の幅
が広く、90歳代の方もみえます。参加費は無料です。

26 前芝カフェ運営委員会 前芝校区 前芝 週１回

おしゃべりを楽しみながら、ときには牛乳パックで絵葉書づくり
やマジックの披露など、やることは決めず、ふらっと立ち寄れる
場所です。
【開催日時】毎週水曜日13:00～15:00
【参加条件】どなたでも
【参加費用】200円

27 高師本郷町芳令会 高師校区 高師 月１回 清掃、草取り

28 吉田町万歩会 吉田町公民館 新川 月１回

・健康づくり活動の推進
・趣味などレクレーションのグループ活動
・一品寄付
・一声運動
・新川小学校草取り

29 吉田藩士 安田六左衛門研究会 豊城地区市民館 豊城 月２回
吉田藩士 安田六左衛門の遺品、古文書勉強会、江戸時代の
吉田城下町研修

30 歴史を繙く会 豊橋共同職業訓練協会他 新川 月２回
参加料金200円（ただし現地見学会は800～1,000円／人）
豊橋に残る古文書の読み合わせ、歴史的施設見学ツアー等

31 みんなの居場所「しあわせクラブ」 植田一区公民館 植田 月１回

・毎月第４火曜日午後1時30分～午後3時30分
・参加費100円
・出前講座
・大正琴、ハーモニカ、キーボード&ギターの演奏で歌う
・折り紙とおしゃべり
・地域包括支援センターによるお話と体操

32 小松町　みんなの居場所 小松町 栄 月１回

参加料金100円
「赤ちゃんからどなたでも一緒に時を過ごしましょう」のフレーズ
をもとに高齢者等気軽に集まりお茶、コーヒー等で会話を楽し
む。

33 鉄山カフェ 小池鉄山町集会所 福岡 月１回
参加料金1人100円　他に自治会より予算措置あり
出前講座、社会福祉団体の研修、食事会、童謡等歌唱
原則はおしゃべりの会

34 オアシス　笑顔 デイサービス寄りあい内 牟呂・吉田方 月１回

・開催　毎月第２日曜日
・時間　午後1時30分～午後3時30分
・場所　デイサービス寄りあい内
・会費　200円（お茶、お菓子代等）
・内容　お話、カラオケ、体操、マッサージ等
　　　　　※マスク着用でお願い致します。

35 とまり木クラブ なごやかフェ 自宅敷地内 吉田方 月１回

・軽いストレッチ、脳トレ
・おしゃべり
・皆さんの希望により勉強会。
・地域包括支援センターベルヴューハイツとも連携しています。

36 特定非営利活動法人 Mix up 市内全域 特定の校区なし 月２回

多世代・多文化交流を通した「自分らしくいられる居場所」づくり
を行っています。
○多世代の交流事業
・多世代の方々が集えるイベントを企画・運営（親子釣り教室、
英語でヨガ、メイクレッスン、薬膳料理とスキンケアなど）
・勤労マッチング（たまねぎ収穫、高齢者施設草取り、就職支援
セミナー講師など）
○居場所づくり
・子育て支援・カウンセリング
※入会金、年会費あり

37 茶路　虹 老津町全体 老津 週数回

地域の高齢者の情報交換の場として、月曜日～金曜日１日あ
たり10～15名位が集まります。また、スポーツ活動の情報交換
の場としても週２～３回は利用されています。飲食代として350
円必要です。

38 いちょう倶楽部 南陽地区市民館 中野 月１回

市民の方が閉じこもりにならないよう、楽しく過ごしていただくた
めに、ストレッチ、筋トレ、リズム体操をしたり、お茶や饅頭を食
べたりします（現在はコロナ禍のため持ち帰り）。会費はお一人
300円です。

39 うえた　ひだまりの会 南稜校区周辺 植田 月１回

１ 活動時間　午後１時～３時までの２時間
２ 活動内容　午後１時～２時 歌の会
                    午後２時～３時 おしゃべり、講座、踊り等
３ 会費　100円（飲み物やおやつ代）

40 いーばしょサロン花田 自宅または花田校区市民館 花田 月１回

平成30年3月に発足し、月１回第２土曜日の13:30～15:00に活
動。地域包括支援センターの職員や民生委員を交え、過去には
落研、映画会などを実施。現在はコロナ禍のため休止中。会費
は１回200円（飲食代）。

41 第一和来会 校区内 多米 月２回

・サロン活動、手作りの作成
・CDに合せて体操
・トランプ、ゲーム等
・参加料一人100円

42 PPKサークル 市内 牟呂 週１回
・健康体操
・年２回程度の出前講座
・月500円／１人（インストラクターを招へいするため）

43 木曜会 大崎町民会館 大崎 月１回

・令和3年3月4日から活動開始。
・体操、ストレッチ、健康チェック、レモンティーとおしゃべり
・地域包括支援センターの方のお話
・ペタンク等のゲーム
・活動費（チラシのコピー代）あり。飲食代は実費。

44 金田住宅ふれあいサロン 石巻地区 石巻 月２回

高齢の方のフレイルを防ぎたい、孤独に苦しむ人を少なくしたい
という思いで月に２度の茶話会を金田住宅集会場で開いて９年
になります。参加料月200円（金田住宅以外の方は300円）。懐
かしい歌や踊り、健康体操、脳トレゲーム、ビンゴゲーム等、内
容盛りだくさん。あっという間に時間が過ぎてしまうと評判です。

45 ありがたや まちかどステーション南栄（１Ｆ） 栄 週１回
毎週木曜日午後３時～５時開設。おしゃべり、遊び、絵本の読
み合いなどを多世代交流として行っています。（本の貸し出しの
際には登録料として一家族100円／年）

46 松山・新川健康体操 松山・新川校区市民館 松山・新川 月４回
・健康体操など
・会費月500円

※ 掲載内容は随時変更する可能性があります。
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