
　地域支え合い活動団体一覧表（駿河区） 問合せ先

令和４年４月１日現在

◆居場所

NO 圏域名 地区名 活動名 活動場所名称 活動場所住所 主な活動内容
利用料の
有無

対応地域 利用者
ボランティア
・スタッフ

1 小鹿豊田 東源台 シニアサロン 谷田公民館 駿河区谷田26-5 麻雀、ミニクッキング、カラオケ、手芸、将棋等、神社・公民館の清掃 第1火曜日 13:30～15:00 なし 単位自治会 募集中 募集中

2 小鹿豊田 西豊田 地域の居場所「カフェ蔵」 蔵屋敷公民館 駿河区曲金3丁目9-12 おしゃべり、輪投げ、でん伝体操他 第2・4金曜日 9:30～13:00 あり（100円） 日常生活圏域 募集中 募集中

3 小鹿豊田 西豊田 さろんおしか 小林建築西隣の一軒家 駿河区小鹿1丁目25-20　 おしゃべり、レクリエーション 毎週月火木金午前中（祝日．年末年始除く） 9:00～12:00 あり（200円） 区及び市 募集中 募集中

4 八幡山 富士見 ふれあいの居場所「有明なごみ」 有明なごみ 駿河区有明町10-6 おしゃべり 毎週月～金曜日
10:00～12:00
13:00～15:00

なし 区及び市 募集中 募集中

5 八幡山 富士見 ちょっといっ福 登呂2丁目自治会館 駿河区登呂2丁目15-27
茶菓のサービス、おしゃべり、卓球など、
それぞれがやりたいことをやるための場所提供

第4水曜日 9:30～12:30 あり（100円） 区及び市 募集中 募集中

6 大谷久能 大谷 東大谷「あずま会」 静岡市消防団第12分団詰所 駿河区大谷3丁目16-17 おしゃべり、食事の提供 第3水曜日 11:00～15:00
あり

（食材費200円）
区及び市 募集中 募集していない

7 大谷久能 久能 西平松「月曜会」 西平松公民館 駿河区西平松118付近 おしゃべり、食事の提供 毎週月曜日 13:00～15:00 なし 連合自治会 募集中 募集中

8 大谷久能 久能 古宿「女子会」 古宿公民館 駿河区古宿136 おしゃべり、食事の提供 不定期開催 11:00～14:00
なし

（昼食代1,000円程度）
単位自治会 募集していない 募集していない

9 大里中島 中島 サロンさんすい会 中島上公民館 駿河区中島300付近 おしゃべり、レクリエーション 第3水曜日 10:00～12:00 あり（100円） 連合自治会 募集中 募集中

10 大里中島 中島 浜のなかま 中島浜公民館 駿河区中島1459 おしゃべり、レクリエーション 第4金曜日 10:00～12:00 あり（100円） 区及び市 募集中 募集中

11 大里中島 大里西 神社カフェ野バラ 神明神社 駿河区宮本町9-30 おしゃべり、レクリエーション、食事の提供（実費負担） 毎週木曜日 10:00～16:00
あり

（午前・午後各100円）
区及び市 募集中 募集中

12 大里中島 中島 ほっとサロン笑輪 西島集会所 駿河区西島524番地 おしゃべり、レクリエーション、歌等 第2土曜日 10:00～12:30 あり（300円） 区及び市 募集中 募集中

13 大里中島 中島 互友クラブ 大里生涯学習センター 駿河区中野新田57-5 囲碁、将棋を通した地域住民の交流 第2・4土曜日 13:00～17:00 あり（720円） 連合自治会 募集中 募集していない

14 大里中島 中島 中島団地健康教室 中島団地公民館 駿河区中島2862-3 健康体操、レクリエーション、昼食等 第4火曜日 10:00～13:30 あり（300円） 単位自治会 募集中 募集中

15 大里中島 中島 男のサロン（友遊会） 西脇公民館 駿河区西脇999-7 血圧測定、健康麻雀、将棋、囲碁、オセロ等 第2金曜日 10:00～13:00 あり(300円） 連合自治会 募集中 募集中

16 大里中島 中島 ハンドサロン（エンジョイ） 西脇公民館 駿河区西脇999-7 おしゃべり、手芸 第2木曜日 10:00～13:00 あり（100円） 連合自治会 募集中 募集中

17 大里高松 南部 和の会 登呂6丁目集会所 駿河区石田3丁目16−28 おしゃべり、手芸 第2・4木曜日 10:00～12:00
あり

（年会費1,000円）
単位自治会 募集中 募集中

18 大里高松 宮竹 三水くらぶ(R3.4移転に伴い活動名変更） 高松新明原公園集会所(R3.4移転） 駿河区高松 健康体操、脳トレ、カラオケ 第3水曜日 10:00～15:00 あり（100円） 区及び市 募集中 募集中

19 大里高松 宮竹 公園カフェ 高松新明原公園集会所2F 駿河区高松 歌、カラオケ、体操、レクリエーション、昔の遊び等 第1日曜日 13:30～15:30 なし 連合自治会 募集中 募集中

20 大里高松 宮竹 ふれあい宮竹会 野村氏自宅 駿河区宮竹2丁目8-30 おしゃべり、健康や防災に関する講座、七夕やお正月などの季節の行事 第2→4水曜日 13:30～15:30 なし 単位自治会 募集中 募集していない

21 大里高松 大里東 敷地シニアお楽しみ会 敷地公民館 駿河区高松2546-1 歌、健康体操、レクリエーション、会食、薬剤師講演 第4日曜日 10:00～12:30
なし

（昼食代実費）
単位自治会 募集中 募集中

22 大里高松 大里東 下島シニアの集い 下島公民館 駿河区下島934 健康体操、レクリエーション、昼食等 第4木曜日 10:00～12:30
なし

（昼食代実費）
単位自治会 募集中 募集中

23 長田 長田東 ふるさとCoCo 丸子新田公民館 駿河区丸子新田486−2 おしゃべり、歌、レクリエーション、小学生・中学生との交流 第3土曜日 10:00～12:00
あり

（他町内100円）
連合自治会 募集中 募集中

24 長田 川原 おしゃべり会 かわはら会館 駿河区下川原6丁目1番6号 おしゃべり、歌、レクリエーション、昼食 第3日曜日 10:00～15:00 なし 連合自治会 募集中 募集中

25 長田 長田南 自宅型居場所おともだち 廣瀨氏自宅 駿河区広野6丁目8番5号 おしゃべり、遊び、歌・会食、花見などのイベント、講師を招いての箏演奏会 第3土曜日 13:00～15:00 あり（500円） 区及び市 募集中 募集していない

26 丸子 長田西 宇津ノ谷健康サロン 慶龍寺 宇津ノ谷老人集いの家 駿河区宇津ノ谷729-1 おしゃべり、脳トレ、レクリエーション 不定期開催 10:00～12:00 なし 単位自治会 募集中 募集中

27 丸子 長田西 老人つどいの家 丸子三丁目集会所 駿河区丸子3丁目2 健康体操、カラオケ、輪投げ、その他 第2・4月曜日 10:00～13:00 なし 単位自治会 募集中 募集していない

054-280-6150

活動日時

静岡市社会福祉協議会
駿河区地域福祉推進センター



◆生活支援

NO 圏域名 地区名 活動名 活動場所名称 活動場所住所 主な活動内容
利用料の
有無

対応地域 利用者
ボランティア
・スタッフ

1 小鹿豊田 西豊田 あいしず生活支援 さろんおしか 駿河区小鹿1丁目25-20　 基本メニューあり 相談日　第1・３月曜日 9:00～11:30
あり

（200円～800円）
区及び市 募集中 募集していない

2 八幡山 富士見 有東1丁目高齢者お助け隊 有東１丁目 駿河区有東1丁目
自治会内75歳以上の高齢者への生活支援
（電球交換、庭木の枝払いなど）

随時
なし

（修理・交換実費）
単位自治会 募集中 募集中

3 八幡山 富士見 有明応援団 有明なごみ 駿河区有明町10-6 古紙等のゴミ出し、買物代行、簡単な修理や交換など 随時
あり

（50円～200円）
単位自治会 募集中 募集中

4 大里中島 大里西 生活支援　野ばらの会 駿河区新川一丁目　 駿河区新川1丁目　 ゴミ出し支援、見守り 随時
なし

（修理・交換実費）
単位自治会 募集中 募集中

5 大里中島 大里西 中村町ふれあい隊 中村町公民館 駿河区中村町60 ゴミ出し支援、電球交換 随時
なし

（修理・交換実費）
単位自治会 募集中 募集していない

6 長田 長田南 ちょこサポ長南 広野町内 駿河区広野 ゴミ出し、草取り、話し相手、電球交換 毎週月・火・水曜日 10:00～15:00 なし 連合自治会 募集中 募集中

7 丸子 長田西 ささえあい丸子協議会 長田西地区 駿河区丸子3丁目12-52 ゴミ捨て、庭掃除等 随時
あり

（50円～300円）
連合自治会 募集中 募集中

◆移動支援

NO 圏域名 地区名 活動名 活動場所名称 活動場所住所 主な活動内容
移動支援に対する

利用料の有無
対応地域 利用者

ボランティア
・スタッフ

1 大谷久能 久能 久能地区買い物支援事業「あおいくん　いちごちゃん号」 久能地区 駿河区根古屋 近隣地区のスーパーまで買い物のための移送を行う 毎週火曜日 10:00～11:30
なし

（保険料のみ）
連合自治会 募集中 募集中

2 丸子 長田西 NPO法人丸子まちづくり協議会 丸子まちづくり協議会事務所 駿河区丸子3丁目12-52 外出支援事業、病院までの通院移送支援（月二回） 随時
なし

（ただし、賛助会費として
年5,000円）

連合自治会 募集中 募集中

◆見守り

NO 圏域名 地区名 活動名 活動場所名称 活動場所住所 主な活動内容
利用料の
有無

対応地域 利用者
ボランティア
・スタッフ

1 大里高松 南部 南部支えあいたい（み・て・こ） 南部地区 駿河区石田 高齢者等の見守り、手伝い、声かけ 随時 なし 連合自治会 募集していない 募集中

◆その他

NO 圏域名 地区名 活動名 活動場所名称 活動場所住所 主な活動内容
利用料の
有無

対応地域 利用者
ボランティア
・スタッフ

1 小鹿豊田 東源台 シニア塾 谷田公民館 駿河区谷田26-5 地域住民が講師となり講演会 第3火曜日 13:30～15:00 なし 単位自治会 募集中 募集中

2 大谷久能 大谷 すずらん会 駿河台会館 駿河区大谷3641 おしゃべり、食事の提供 不定期開催 10:30～14:00
なし

（昼食代1,000円程度）
単位自治会 募集していない 募集していない

3 大里中島 中島 パンジーの会 地域生活支援事業所ゆいまある 駿河区西島892-1 レクリエーション、食事の提供 不定期 10:00～12:30
あり

（食材費400円）
連合自治会 募集中 募集していない

活動日時

活動日時

活動日時

活動日時


