
令和　４年　８月　１日現在

あなたの地域の寄り合い処
＊設置主体＊ 富士宮市社会福祉協議会　地域ささえあい係　☎２２－００５４

ちょっと昔には、ご近所どうし縁側に腰掛け、ひなたぼっこをしながら、おしゃべりをし、傍らで、子どもたちの声

も聞こえていました。近頃、そんな光景を目にしたことはありますか？近所を歩いている子どもが、どこの家の

子どもか分からない、お隣さんが家にいるか分からない…。というように、地域の中には、人との交流もあまり

なく、一人で暮らしている方や、子育てや介護に追われている方がいます。

「寄り合い処」は、身近な地域の方たちが、おしゃべりのできる場を通じて、仲間づくりや生きがいづくりを進め、

孤立の解消をしていく場所です。

参加費無料・赤ちゃんから高齢の方まで、誰でも参加できる楽しい処ですので、ぜひぜひご参加下さい。

参加したいと考えている方は、直接会場に行かれるか、富士宮市社会福祉協議会にご相談下さい。

仲間づくり・

近隣とのつながり

づくり
近所の友達が増える!

安心してその地域で

暮らすことが

できる!

情報交換・

提供・共有
身近なお得情報や必要

な情報を交換・共有し

あえる！

プロの情報を入手でき

る！

参加者同士

による見守り・

支え合い
仲間の変化に早く気づ

くことができる!

見守りのきっかけ

づくりになる!

悩みごと相談

困りごと発見
悩みを共有できる仲間

ができる！

深刻な悩みになる前に

専門家に繋げることが

できる!

介護予防・

認知症予防
予防情報を入手できる!

仲間がいるから、楽し

みながら継続して

予防できる!

孤立・閉じ

こもり予防
話をすることで、気分

転換ができる！

寄り合い処に出かける

ことが、閉じこもり予

防になる！

合 い 処寄 り に 参 加 す る と …



名　称 会　場

朝霧高原寄り合い処 富士丘公民館(富士丘区) 月１回 １３：００～１６：００

滝の家(猪之頭区) 第１木曜日 １３：００～１５：００

井之頭区民館(猪之頭区) 第３火曜日 ９：３０～１１：３０

荻平寄り合い処 荻平公民館(人穴区) １０日 １０：００～１２：００

広見寄り合い処 広見公民館(人穴区) 第１月曜日 １０：００～１３：００

見返寄り合い処 見返集会場(人穴区) 第１木曜日 １３：００～１５：３０

うつの寄り合い処 内野区民館(内野区) 第３木曜日 １３：００～１4：００

白糸仲良し寄り合い処 多目的集会施設(原区) 第３水曜日 １３：００～１５：００

佐折の里寄り合い処 佐折区防災倉庫(半野区) 第３水曜日 １３：００～１５：００

寄り合い処和が家 半野区民館(半野区) 第２金曜日 １０：００～１１：３０

朝日滝寄り合い処 熊久保集会場(半野区) 第３火曜日 １３：３０～１５：３０

馬見塚寄り合い処 馬見塚区民館(馬見塚区) 第１木曜日 ９：００～１１：００

上条上寄り合い処 上条上区区民館(上条上区) 第３金曜日 ９：３０～１１：0０

下条下寄り合い処 下条下区区民館(下条下区) 第１日曜日 ９：００～１０：３０

寄り合い処にしのはら和楽 西の原下集会所(下条下区) 第１水曜日 ９：３０～１２：００

精進川上寄り合い処 久保地組公会堂(精進川上区) 第３木曜日 ９：３０～１１：００

精進川下寄り合い処 大倉公会堂(精進川下区) 第４金曜日 １３：３０～１４：３０

なかいで寄り合い処 中井出会館(北山１区) 第３日曜日 ９：３０～１１：３０

北山寄り合い処一二三 北山第一区区民館(北山１区) 第４土曜日 ９：３０～１１：３０

寄り合い処北山 北山天満宮(北山２区) 第２火曜日 ９：３０～１２：００

北山３区寄り合い処菜の花 北山３区区民館(北山３区) 第３日曜日 ９：００～１１：００

山宮寄り合い処さくら 山宮区民館(山宮１区） 最終日曜日 １０：００～１１：３０

山宮４区寄り合い処ひまわり 山宮四区区民館(山宮４区) 第１月曜日 １０：００～１２：００
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名　称 会　場

楽しみ会寄り合い処 万野二区区民館(万野２区) 第１・３土曜日 １３：００～１４：３０

にばんぼり寄り合い処 万野三区区民館(万野３区) 第３金曜日 １３：３０～１５：００

万野４区ふみよ会寄り合い処 万野四区区民館(万野４区) 最終火曜日 ９：３０～１１：３０

北カフェ寄り合い処 宮原区区民館北分館(外神東区) 第４週水曜日 　１０：００～１１：３０

寄り合い処お茶とも 宮原一区区民館(宮原１区) 第２・４火曜日 　９：３０～１１：３０

寄り合い処外神胡桃の会 外神下谷集会所(外神区) 第３月曜日 ９：３０～１１：３０

寄り合い処笑の会 和田公会堂(外神区) 第１木曜日 ９：００～１２：００

寄り合い処陽だまり 青木団地集会所(外神区) 第１木曜日 ９：３０～１１：３０

寄り合い処ほのぼの 江柏集会所(外神区) 第３火曜日 ９：３０～１１：３０

良き友寄り合い処 宮原区区民館東分館(宮原区) 第３水曜日 ９：３０～１１：３０

笑福寄り合い処 宮原区区民館東分館(宮原区) 第２火曜日 １３：３０～１５：３０

寄り合い処あわらぐち 青木区第一町内会集会所(青木区) 第３木曜日 １３：００～１５：００

寄り合い処楽・楽 青木第二町内会集会所(青木区) 第３水曜日 １３：００～１５：００

青木平寄り合い処 青木平区民館(青木平区) ３０日 １０：００～１１：３０

愛寄り合い処 淀師区民館(淀師区) 第４水曜日 １３：３０～１５：３０

ひまわり寄り合い処 淀師区３町内コミュニティハウス(淀師区) 第２月曜日 １３：３０～１５：００

淀師７町内寄り合い処ききょう 淀師区七町内会集会所(淀師区) 第２・４土曜日 １０：００～１１：３０

淀師区穂波寄り合い処Ｑちゃん 淀師区第九町内公会堂(淀師区) 第４金曜日 １３：３０～１５：３０

憩いの家寄り合い処 淀橋区民館(淀橋区) 第４金曜日 ９：３０～１０：３０

大中里生き生き寄り合い処 大中里区民会館(大中里区) 第４水曜日 ９：３０～１１：００

二の宮寄り合い処「曲り松」 二の宮区公会堂(二の宮区) 第１金曜日 １３：３０～１５：３０

琴平寄り合い処 琴平区民館(琴平区) 第３水曜日 １０：００～１１：３０

寄り合い処ひばり ひばりが丘区民館(ひばりが丘区) 第１・３水曜日 １３：００～１６：００

より処城山 城山区民館(城山区) 第２火曜日 １３：３０～１５：００
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名　称 会　場

ときわ寄り合い処 ときわ区民館(常磐区) 第２金曜日 １３：３０～１４：３０

第３土曜日 １０：００～１３：００

第４土曜日 １３：００～１４：３０

互楽会寄り合い処 浅間区第四町内公会堂(浅間区) 第１土曜日 １１：００～１３：００

神田川寄り合い処 神田川区民館(神田川区) 第３木曜日 １３：3０～１６：００

神賀寄り合い処 神賀区民館(神賀区) 第１・３木曜日 １３：００～１５：００

寄り合い処ふくち 福地公会堂(福地区) 第２金曜日 １３：３０～１５：３０

きぶね寄り合い処 貴船区公会堂(貴船区) 第３月曜日 １３：００～１５：００

寄り合い処松山 松山老人憩いの家(松山区) ８日 １３：３０～１５：００

羽衣の森寄り合い処 羽衣区民館(羽衣区) 第４日曜日 １０：００～１１：３０

寄り合い処和の泉 和泉公会堂(野中１区) 第１水曜日 １３：００～１５：００

のなか寄り合い処 野中公会堂(野中１区) 第１水曜日 １３：００～１５：００

ゆったり寄り合い処 野中二区区民館(野中２区) 第１・３月曜日 ９：３０～１１：００

和なげ寄り合い処 野中東区民館(野中２・３区) 月３回水曜日 １３：００～１５：００

第３土曜日 １０：００～１２：００

第２・４月曜日 １３：００～１５：００

寄り合い処星山 星山二区区民館(星山二区) 第１火曜日 １０：００～１１：００

安居山1区寄り合い処つぼみ 安居山一区公会堂(安居山１区) 第１金曜日 ９：３０～１１：００

安居山２区寄り合い処西の里 安居山二区区民館(安居山２区) 第３火曜日 １０：３０～１１：３０

ふたまた寄り合い処 ふたまた区民館(粟倉１区) 第１水曜日 ９：３０～１１：００

粟倉寄り合い処 粟倉二区公会堂(粟倉２区) １９日 ９：３０～１１：３０

舟久保寄り合い処 舟久保町内公会堂(舟久保区) 第３水曜日 １３：３０～１５：３０

粟倉団地寄り合い処(１１月～) 市営粟倉住宅集会所(舟久保区) 第３日曜日 ９：３０～１１：３０

村山三区寄り合い処 村山三区区民館(村山３区) 第２水曜日 １３：００～１５：００
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野中３区寄り合い処 野中三区区民館(野中３区)
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浅間寄り合い処喜楽会 浅間区公会堂(浅間区)



名　称 会　場

阿幸地四町内寄り合い処 阿幸地区四町内集会所(阿幸地区) 第３木曜日 １３：００～１５：００

寄り合い処太陽 静岡県立富岳館高等学校(日の出区･瑞穂区･源道寺区) 第３木曜日 １１：００～１２：００

寄り合い処のぞみ 源道寺区民館(源道寺区) 第４月曜日 ９：３０～１１：００

ぶらっと田中寄り合い処 田中区民館(田中区) 第４土曜日 ９：３０～１１：００

星山1区寄り合い処 星山１区公民館(星山１区) 第３火曜日 ９：３０～１０：３０

黒田寄り合い処 黒田区民館・黒田八幡宮(黒田区) 第１日曜日 ９：００～１１：３０

黒田よりあいサロン 黒田区民館(黒田区) 第２・４木曜日 ９：３０～１１：３０

寄り合い処よってらんしょ 黒田小学校東隣公共施設(黒田区) 第２・４水曜日 １０：００～１１：３０

高原一区寄り合い処みんな笑顔 高原一区公民館(高原１区) 第４土曜日 １０：００～１１：３０

寄り合い処高原 高原二区区民館(高原２区) 第３水曜日 １３：００～１５：００

高原寄り合い処すいせん 高原区公会堂(高原区) １０日 １３：００～１５：００

寄り合い処やまざくら 山本第一公民館(山本区) 第４木曜日 ９：３０～１１：００

寄り合い処やまもと 山本第二公民館(山本区) 第４木曜日 ９：３０～１１：３０

石の宮寄り合い処 山本第三公民館(山本区) 第１土曜日 １０：００～１２：００

つくしの会寄り合い処 大岩一区区民館(大岩１区) 第１・３木曜日 ９：３０～１１：３０

大岩３区寄り合い処大きな和 時田八幡宮(大岩３区) 第１火曜日 ９：３０～１１：３０

幸せの泉寄り合い処 小泉二区区民館(小泉２区) 第１木曜日 １３：３０～１５：００

わかみや寄り合い処 小泉３区区民館(小泉３区) 第３木曜日 １０：００～１１：００

小泉４区寄り合い処 小泉四区区民館(小泉４区) 第２月曜日 ９：３０～１１：１５

第１・２月曜日

第３・４土曜日

上小泉寄り合い処 上小泉区民館(上小泉区) 第２水曜日 １３：００～１５：００

杉田かたらい寄り合い処 杉田区民センター(杉田1･2･3･4･5･6区) 第２火曜日 ９：３０～１１：００

寄り合い処 憩いの広場絆 杉田４区３町内集会場(杉田４区) 第１金曜日 １０：００～１２：００

寄り合い処５区楽 杉田五区区民館(杉田５区) 第３月曜日 １３：３０～１５：００
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やまびこ寄り合い処 小泉５区区民館(小泉５区) ９：３０～１２：００
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名　称 会　場

寄り合い処里山(休止中) 西山上公民館(西山区) 第３月曜日 １３：００～１５：００

西山寄り合い処 西山公民館(西山区) 第１水曜日 １０：００～１１：００

大久保寄り合い処 大久保公民館(大久保区) 第３火曜日 １０：００～１１：３０

上長貫寄り合い処 長貫上公民館(長貫区) 第４木曜日 １３：３０～１５：００

川合寄り合い処 川合緊急避難所(長貫区) 第４火曜日 １３：３０～１４：３０

すなはら寄り合い処おいっちに(１２) 天満宮 砂原老人の家(長貫区) １２日 １０：００～１１：３０

羽行・坂本寄り合い処 羽行坂本集会所(上羽鮒区) 第３・５週月曜日 １３：３０～１５：００

寄り合いサロン松林 松林集会場(上羽鮒区) 第３火曜日 １０：００～１２：００

朏島寄り合い処 朏島公民館(下羽鮒区) 第３金曜日 １３：００～１４：００

初音寄り合い処 本町集会所(下羽鮒区) 第１金曜日 １３：３０～１４：３０

寄り合い処あやめ 月代古田公会堂(下羽鮒区) 第４水曜日 １３：３０～１５：００

第３火曜日 １０：００～１２：００

第４土曜日 １１：００～１５：００

巡沢寄り合い処 廻沢公民館(内房2区) 第３金曜日 １３：００～１４：３０

仲良し寄り合い処 代表者自宅兼店舗(内房2区) 第２火曜日 １３：３０～１５：００

たけのこ寄り合い処 相沼公会堂(内房３区) 第３水曜日 １３：３０～１５：００

寄り合い処白鳥 尾崎公民館(内房4区) 第３木曜日 １０：００～１１：３０

縄文の里寄り合い処 富士山縄文の里大鹿館(大鹿窪区) 第２水曜日 １０：００～１３：００

寄り合い処柚鳥 柚鳥富士(鳥並区) 第３木曜日 １３：００～１５：００

寄り合い処おにゃん子 猫沢区民会館(猫沢区) 第３日曜日 １３：００～１５：００

明光台寄り合い処たまり場 明光台公園(明光台区) 第２日曜日 １５：００～１７：００

上条公会堂(上柚野区)

中才生活改善センター(上柚野区)

市場生活改善センター(上柚野区)

しもゆの寄り合い処 下柚野集会所(下柚野区) １２日 ９：３０～１１：３０

えんがわ寄り合い処 上稲子区区民館 第２水曜日 １３：００～１４：００

たまり場 下稲子寄り合い処 下稲子区公民館(下稲子区) 第２金曜日 １０：００～１１：３０

芝
川
・
内
房

柚
野
・
稲
子

芝
川
・
内
房

第３土曜日 １３：００～１５：００

会場は毎月変わります。

寄り合い処もみじ会 香葉台集会所(香葉台区)

上柚野区寄り合い処未楽来

開　催　日


