
かしわフレイル予防ポイント付与事業一覧

令和2年1月現在

活動エリア ポイント種類 事業名 カナ 実施場所（名称） 実施場所（住所） 電話番号 活動日時 活動内容 備考

市内全域 参加 ICT利用・生活利用研究室 ア パレット柏 277-0005 柏市柏1-7-1-301パレット柏 04-7175-8828 原則毎月第２金曜日　10時～16時
スマホ、パソコン、タブレット等に関するなんでも相談(無料)

対象：制限なし
ネットで住所検索

市内全域 参加・ボランティア 柏市社会福祉協議会が行う講座・研修・イベント　等 カ 介護予防センターいきいきプラザ　他 277-0005 柏市柏5-11-8 04-7163-9000 適宜開催 （例）ラジオ体操、交流会、～講座、～の情報交換、等 別紙柏市社協事業計画（抜粋）参照と記載あり

市内全域 参加 源氏物語木曜会 ゲ ぼのぼのますお 277-0051 柏市加賀3-16-8 080-5528-6654 毎月第3木曜
古典語で読み合わせを行い、その内容の説明を講師より受ける、

と同時に当時の生活様式やさまざまな人間関係をひもといていく。

市内全域 参加・ボランティア 千葉県東葛健康管理士会 チ 市内 市内 04-7133-4061 講座等は現在休止中 フレイル講座・体操（介護予防の為の）

市内全域 参加 特定非営利活動法人　かしわ環境ステーション ト 事業によって異なります。柏市内全域 事業によって異なります。柏市内全域 04-7170-7090 事業によって異なります。

明日の「柏」の”環境”をみんなで考え、みんなで創る。

具体的な活動内容につきましては添付の事業計画および事業報告書に記載の

通りです。

市内全域 参加・ボランティア 南部ウォーキングクラブ ナ 柏市内　および市外（市内の駅集合） 柏市内　および市外（市内の駅集合）
04-7172-7589

090-9804-8800
不定期 柏市内及び市外をフレイル予防のため、１回に５～７kmを歩きます。

市内全域 参加 美学講座「美しい身体づくりで免疫力アップ」 ビ パレット柏　多目的スペースＢ 277-0005 柏市柏1-7-1-301パレット柏 04-7157-0280 11/8(日)、12/4(月)、1/11(月)、2/8(月)、3/8(月)
コロナ禍に負けない免疫力をつけます。健康について正しい知識を学び、

美しく強い身体づくりを目指します。

市内全域 参加・ボランティア 若返りウォーキング ワ 主として柏市内 主として柏市内 04-7175-5836 不定期であるが年8回程度実施　9時～12時半

5㎞から6㎞のウォーキング。柏市内を中心に活動してきた。

5年間47回実施。募集方法は案内チラシを作成。

朝の体操仲間を中心にメール配信、配布。今後は年6回～10回実施。

「広報かしわ」の「団体サークルの催し欄」に掲載する予定。

田中 参加・ボランティア コミュニティールーム　はなみずき コ はなみずき 277-0812 柏市花野井1811 04-7149-8734 毎週月・火・水・金・土　11時～16時
コミュニティ－サロン、喫茶・軽食、会議・打ち合わせ、

健康カラオケ（現在休止）

田中 参加 はつか会 ハ 船戸1129-1　船戸会館 277-0802 柏市船戸1129-1　船戸会館 04-7131-5372 毎月20日 本の読み聞かせ、ゲーム、歌、体操など

田中 参加・ボランティア ゆうあい十余二 ユ 庚塚公民館 277-0872 柏市十余二313-54 04-7143-3733 毎月第３月曜日　13時半～15時半 げんきりん体操、物づくり講座

田中・柏の葉 参加 コミュニティカフェひふみ コ 柏の葉一丁目集会所 277-0882 柏市柏の葉1-5-13 04-7132-5621 毎週金曜13時～16時 地域住民ふれあい、健康作り

柏の葉 参加 みつばふれあいサロン ミ 柏の葉二丁目町会ふるさとセンター 277-0882 柏市柏の葉2-21-4 090-1836-9478
毎月第2木曜13時～15時・

第3火曜10時～15時・第4水曜13時～15時
地域のふれあいの場　歌・手芸・体操・コンサート　他 ネットで住所検索

富勢 参加・ボランティア いこい宿連寺 イ 宿連寺会館 277-0827 柏市松葉町1-13-1 090-8572-2201 毎月２～３回 ①体操②交流会③踊り④映画会⑤勉強会

富勢 参加 おしゃべりサロン　三木の会 オ ウィンザーハイム集会所 277-0831 柏市根戸470-25-219 090-7191-0404 毎月第3木曜　10時～12時 おしゃべりサロン

富勢 参加 北柏ふれあいしゃべりサロン「さんげつ」 キ 北柏町会ふるさと会館 277-0832 柏市北柏3-15-10 北柏町会ふるさと会館 04-7162-0104 毎月第3月曜日 おしゃべりサロン

富勢 参加 コープ野村ワンデーカフェ コ コープ野村北柏集会室 277-0831 柏市根戸420-1 04-7132-1741 第2・第4木曜　10時～12時 ふれあいサロン、お茶会、合唱

富勢 参加・ボランティア 布施新町ものがたり広場 フ 柏市布施新町4-13-8 277-0823 柏市布施新町4-13-8 04-7149-2507 第１・３火曜日　第２・４金曜日 サロン活動

富勢、豊四季台 参加 F・Fクラブ エ 近隣センター 豊四季台1-1-116、 根戸467-178 080-1150-5381 月曜日・木曜日　13時～15時 健康体操 実施場所2か所あり

松葉 ボランティア 自立活動支援センター　ポコアポコ ジ 柏市松葉町6-10-1 277-0827 柏市松葉町6-10-1 04-7136-0506 月曜～金曜　10時～15時 主に視覚障がい者の支援

高田・松ヶ崎 参加 サロン　よったいな サ 松ヶ崎集会所　松ヶ崎319-1 277-0835 柏市松ヶ崎319-1 04-7132-2987 毎月第3月曜(4・8月休み） 茶話会、体操、ゲーム、歌、その他

高田・松ヶ崎 ボランティア 高田デイサービス タ 高田デイサービス 277-0961 柏市高田1027-34 04-7136-7688 毎週月曜～日曜　10時～16時 お茶出し・お年寄りの話し相手・レクやゲームの補助

高田・松ヶ崎 参加・ボランティア 高田お達者ふるさとサロン タ 高田ふるさとセンター 277-0861 柏市高田469-2 04-7143-7054 第２火曜日10時～16時 フレイル予防と交流会

高田・松ヶ崎 ボランティア ハートかしわ ハ ①特養ショート②デイサービス 277-0861 柏市高田1032-1 04-7142-8800
①ショートステイ　火・金曜の午前中

②デイサービス　月曜から金曜
利用者の話し相手、身の回りのお世話、お茶出し

豊四季台 参加・ボランティア 介護者交流カフェくるる カ 地域活動館 277-0845 柏市豊四季台4-1-3 21-106 090-8179-5470 毎月第１・第３水曜日　13時半～16時 介護者の支援と交流

豊四季台 参加 さわやかクラブ サ 豊四季台近隣センター　体育館（室） 277-0846 柏市かやの町2-65 080-1150-5381 木曜日13時～15時 健康体操・ストレッチ・脳トレ

豊四季台 ボランティア ツクイ豊四季 ツ 柏市篠籠田1103-7 ツクイ豊四季 277-0862 柏市篠籠田1103-7 04-7142-8806 月曜～日曜日 傾聴・お手伝い・趣味活動（歌、手作業、麻雀、将棋等）

豊四季台 ボランティア 日生オアシス柏あけぼの ヒ 日生オアシス柏あけぼの 277-0841 柏市あけぼの4-3-24 04-7197-7875 ボランティア様と日時を設定します。（日時要相談） 高齢者の方々へのレクリエーション支援・傾聴

豊四季台 参加 ふれあいサロン フ マンション柏サルビア集会所 277-0862 千葉県柏市篠籠田1137-2 04-7144-4100 第1火曜・第2水曜・第3月曜・第4金曜　13時～16時

サロン活動全般及び映画会

ふれあいサロン：第2水曜、第4金曜（映画）

おしゃべり会：第1火曜、第3月曜

ネットで住所検索

豊四季台 参加 ロコモフィット・サルビア ロ マンション柏サルビア集会所 277-0862 柏市篠籠田1135-1 04-7144-4100 第１・第３水曜日　13時半～15時 フレイル予防を目的とするフィットネス講座

新富 ボランティア 柏の葉学園 カ 277-0863 柏市豊四季1002-2 277-0863 柏市豊四季1002-2 04-7192-7738 放課後等デイサービス開所時間内
障がいのある子ども達と一緒に勉強したり運動したり

遊んだりして頂きます。

新富 参加・ボランティア 新富ゆうゆうサロン シ 新富近隣センター 277-0863 柏市豊四季945-1 090-9822-4522 毎月第4水曜日 手芸・ゲーム・歌・体操など

新富 参加 ロコモフィット新富 ロ 新富近隣センター 277-0863 柏市豊四季945-1 080-5495-1494 第１・３火曜日　13時～14時半 ロコモ体操

旭町 ボランティア 日生オアシス柏豊四季 ヒ 日生オアシス柏豊四季 地域交流会 277-0852 柏市旭町4-11-4 04-7186-6727 未定 地域の方々の交流の場となるような活動（ボランティア受け入れ）

旭町 参加 るんるんクラブ ル 旭町近隣センター 277-0852 柏市旭町5-3-32 080-1153-5946 第2・第4月曜日　1時～3時 ロコモ体操

柏中央 参加・ボランティア 柏市消費者の会 カ 柏市中央近隣センター（アミュゼ柏）会議室　他 277-0014 柏市柏6-2-22 04-7163-3686 毎月第２第４月曜日 賢い消費者に目標学習・研修・市民啓発（子ども向けも含む）・フレイル予防

柏中央 ボランティア 北柏リハビリ総合病院　北柏ナーシングケアセンター キ 北柏リハビリ総合病院 北柏ナーシングケアセンター 277-0004 柏市柏下265 北柏リハビリ総合病院 04-7169-8000 月曜～金曜 お話し相手、入浴後のドライヤー、介助等

柏中央 参加 サロン荒工山 サ エステート荒工山集会所 277-0008 柏市戸張975-6 04-7164-8910 第１火曜日　10時～12時 情報交換

柏中央 参加 ハートほっとサロン ハ 宮前ふれあい会館、ふるさと公園 277-0005 柏市柏979 04-7164-2018

第4木曜：サロン　第1・3金曜：ロコモ体操

第2・4水曜：グランドゴルフ

月・水・金：パトロール　第2金曜ティータイム

サロン・ティータイム・ロコモ・パトロール

・体操・楽々グランドゴルフ・ラジオ体操

柏中央 参加・ボランティア ふれあいサロン　あけぼの フ ふれあいサロン　あけぼの 277-0841 04-7148-0658
第2水曜日　偶数の月は午後1時から、

奇数の月は11時半から
体操、歌、ゲーム、お茶、昼飯

柏中央 ボランティア ママの井戸端かいぎ マ アミュゼ柏５Ｆ 柏市柏6-2-22 アミュゼ柏5F 090-1559-7443 月2回　第２・４木曜日 ママや子供達の交流の場、出逢いの場

柏中央 参加 ロコモかたくり ロ アミュゼ柏、パレット柏

アミュゼ柏：277-0005 柏市柏6-2-22

パレット柏：277-0005 柏市柏1-7-1-301Day One

タワー3F

04-7133-9319

090-3877-7158
第１・３・５火曜日 ロコモ体操

柏中央 参加 ロコモ中央 ロ アミュゼ柏、パレット柏

アミュゼ柏：柏市柏６－２－２２

パレット柏：柏１－７－１－３０１Day Oneタ

ワー３階　パレット柏

090-1114-1257 第２・第４月曜日 ロコモ体操

新田原 参加 いきいきサロン弥生 イ 吉田幼稚園 277-0015 柏市弥生町4-6 04-7169-3032 毎月第４土曜日　13時～15時 交流会、講座、歌声、体操

新田原 参加 HCAクラブ　新田原（水）ロコモ予防体操 エ 新田原近隣センター 277-0017 柏市東柏2-2-15 090-5566-1238 毎週水曜日　12時半～14時半 貯筋運動・床運動・その他

新田原 参加 HCAクラブ　新田原（月）ロコモ予防体操 エ 新田原近隣センター 277-0017 柏市東柏2-2-15 090-5566-1238 毎週月曜日　12時半～14時半，第３月曜日は前週の土曜日 貯筋運動・床運動・その他

新田原 参加 サロン活動　はなみずきの会 サ 基本的に大塚町町会クラブ 277-0026 柏市大塚町11-14 090-9145-6180 基本的に各月第４土曜日　午前中 「物づくり」「健康講座」「防災講座」「ラジオ体操（近くの公園にて）」等

新田原 参加・ボランティア サロン一声の会（新田原） サ 新田原近隣センター 277-0017 柏市東柏2-2-15 04-7163-1330 毎月第４木曜日13:00～15:00（12:30～14:30） サロン、講座、プルトップを車椅子に交換

新田原 参加・ボランティア 新田原体操サークル シ 新田原近隣センター体育館 277-0017 柏市東柏2-2-15 04-7163-3686
毎月第１第３金曜日午後１時１０分～、

第２第４金曜日午前９時１５分～　各１時間３０分
レクダンス・ストレッチ体操・その他フレイル予防

新田原 参加・ボランティア 一声の会（千代田） ヒ 千代田ふるさとセンター 277-0027 柏市千代田2-7-21 04-7166-6672 第２土曜の午前または午後２時間 お話し、工作など

 富里 参加・ボランティア

子育てサロン

①どんぐりすくすくクラブ（三小）

②どんぐりすくすくクラブ（豊小）

コ
①三小こどもルーム②豊小こどもルーム

（4月・8月のみ富里近隣センター）

①277-0024 柏市若葉町4-54

②277-0863 柏市豊四季610-2
080-1045-3735 ①第1水曜日　②第3木曜日　いずれも10時～11時半

活動：子育て中の親子のふれあいの場

ボランティア：参加者の話し相手、相談相手、子どものの見守り
2団体別々に登録してほしいと記載あり

富里 参加・ボランティア ご近所カフェ　みんなのたまり場 ゴ 柏市緑ヶ丘11-5 277-0082 柏市緑ヶ丘11-5 080-4946-0700 月・火・水・木（祝日除く）10時～15時 通いの場（飲食・歓談・手芸・麻雀など）

富里 ボランティア 昭和会 シ 緑ヶ丘会館 277-0082 柏市緑ヶ丘24-28 04-7162-0137 不定期 交流会、情報交換、一本松公園整備（清掃）

富里 参加・ボランティア 豊友サロン ト 豊町ふるさと会館 2770863 柏市豊四季951-10 04-7174-1364 毎月第１・第３月曜日 交流会

富里 参加 ゆうゆうサロン ユ 富里近隣センター 277-0081 柏市冨里2-4-4 04-7175-4521 毎月第２水曜 サロン・交流会

富里 参加 ロコモフィット富里 ロ 富里近隣センター 277-0081 柏市富里2-4-4　富里近隣センター 04-7151-0192 場所が確保できた水曜日 10時～11時 介護予防体操

永楽台 参加 運動スポーツ ウ 永楽台近隣センター 277-0086 柏市永楽台2丁目11-25 04-7166-8535 月2回　水曜日 卓球 ネットで住所検索

永楽台 参加 HCAクラブ永楽台ロコモ予防体操 エ 永楽台近隣センター 277-0086 柏市永楽台２丁目11-25　永楽台近隣センター090-5566-1238 毎週木曜日　12時半～14時半 貯筋運動・床運動・その他

永楽台 ボランティア 永楽台子育てサロン エ 永楽台近隣センター 277-0086 柏市永楽台2-11-25 090-8430-6786 火曜～土曜　10時～12時 子育てサロン

永楽台 ボランティア かしわこども未来学習会 カ 柏市永楽台近隣センター 277-0086 柏市永楽台2-11-25 04-7163-1201
令和2年6月12日から令和3年3月12日まで

毎週金曜日15時～19時

経済的困窮世帯児童（小学４～６年生）対象の学習支援

15時～17時：児童とのコミュニケーション、子ども食堂　等

17時～19時：学習支援のサポート

永楽台 参加・ボランティア サロンやまびこ サ 永楽台近隣センター 277-0086 柏市永楽台2-11-25 04-7167-8764 毎月第2月曜日 体操・催し物（月別） ネットで住所検索

永楽台 参加・ボランティア サロンなかよし サ ①亀甲台集会所、②新あかねふるさと会館 ①亀甲台町1-27-12　②あかね町27-8 090-1611-0295 毎月第1月曜日10時～12時 体操・ゲーム・歌

永楽台 参加 ロコモフィット東豊住 ロ 柏市東豊住ふるさと会館 277-0071 柏市豊住4-3-10 090-9322-7385 毎週火曜日13時～14時半 フレイル予防体操

光ヶ丘 ボランティア 麗しの杜　光ヶ丘 ウ 柏市光ヶ丘2-1-1 277-0055 柏市光ヶ丘2-1-1 04-7171-5684 デイサービスセンターでのボランティア 活動日時記載なし

光ヶ丘 ボランティア 生活クラブ風の村　光ヶ丘 セ 生活クラブ風の村サポートハウス光ヶ丘 277-0061 柏市東中新宿4-5-12 04-7199-2218 要相談 ボランティア

光ヶ丘 参加・ボランティア タウンカフェひかり タ タウンカフェひかり 277-0062 柏市光ヶ丘団地4-200-1A-5 04-7199-7740 月曜～金曜　10時～15時 通い場

光ヶ丘 参加・ボランティア ダンスサークル　クリスタル ダ 光ヶ丘近隣センター 277-0062 柏市光ヶ丘団地200-5 04-7134-7786 毎週火曜日12:30～14:00 社交ダンス（当面シャドウダンス）、ラジオ体操、健康体操

光ヶ丘 参加・ボランティア ツクイ南柏 ツ 柏市東中新宿4-5-22 277-0061 柏市東中新宿4-5-22 04-7170-5252 月曜～日曜　9時～16時 傾聴・お手伝い・趣味活動（歌、踊り、体操など）

光ヶ丘 ボランティア 特別養護老人ホーム　マーガレットヒル ト 特別養護老人ホーム　マーガレットヒル 277-0066 柏市中新宿1-8-6 04-7171-7500 洗濯物たたみ・演芸・傾聴 活動日時記載なし

光ヶ丘 参加 中新宿レモンの会 ナ 中新宿ふるさとセンター 277-0066 千葉県柏市中新宿3-1-21 04-7174-4729 毎月第3金曜 カフェでの話し合い・交流会 ネットで住所検索

光ヶ丘 参加 中新宿町会自主グループロコモ体操 ナ マーガレットヒル 277-0066 柏市中新宿1-8-6 090-4370-3770 毎月第２・第４金曜日　13時半～15時 指導者によるロコモ体操をしています

光ヶ丘 ボランティア パナソニックエイジフリーケアセンター　柏豊住・デイサービス パ 277-0071 柏市豊住1-3-36 277-0071 柏市豊住1-3-36 04-7171-3600 平日午後
福祉施設等での音楽、演劇、囲碁、将棋、

麻雀の相手・マジックなどの披露

光ヶ丘 参加 光ヶ丘サロン ヒ 生活クラブ風の村光ヶ丘内 277-0061 柏市東中新宿4-5-12　生活クラブ風の村光ヶ丘内090-2638-4587 毎月第2、第4水曜日10時～12時
第2水曜日は健康管理講座「転ばぬ先の知恵」など

第4水曜日は座ってできる簡単ヨーガ

光ヶ丘 参加・ボランティア ふれあい健康麻雀教室 フ 生活クラブ風の林光が丘 277-0061 柏市東中新宿4-5-12 090-2638-4587 毎週木曜日9:30～11:30、13:00～15:00 麻雀教室

光ヶ丘 参加 よってって ヨ 生活クラブ風の村光ヶ丘内 277-0061 柏市東中新宿4-5-12　生活クラブ風の村光ヶ丘内090-2638-4587 毎週火曜　10時～12時 お茶、お菓子でたのしく歓談、体操、脳トレなど

光ヶ丘 参加 ロコモフィット光が丘 ロ 光が丘近隣センター 277-0062 柏市光ヶ丘団地200-5 090-9322-7385 木曜日　10時～11時半 介護予防体操

酒井根 参加・ボランティア 喫茶コスモス キ 酒井根近隣センター 277-0053 柏市酒井根653-4 04-7174-6407
火曜11時～15時半　金曜11時～13時半

（コロナにより変更あり）
コーヒー・紅茶等の提供、集いの場 ネットで住所検索

酒井根 参加・ボランティア 酒井根東町会ふれあいサロンよつば サ 酒井根東町会ふるさと会館 277-0053 柏市酒井根2-38-18 04-7170-7977 毎月第３火曜日　13時半～15時半 町会サロン、お茶、お菓子の飲食・ストレッチ・歌声喫茶・他 住所記載なしのためWebから検索

酒井根 参加・ボランティア 自宅サロン　お茶の間カフェ横尾 ジ 横尾自宅 277-0055 柏市青葉台2-25-5 04-7173-0322 毎月第３水曜日　14時～16時
工作・カラオケ・体操・子供たちとのコラボ（ダンス）

・お茶飲み・落語・マジック・楽器演奏・他

酒井根 参加 ふれあいサロン酒井根 フ 酒井根町会会館 277-0053 柏市酒井根50-13 04-7176-0359 毎月第２金曜日　13時～15時 喫茶・工作・体操　他 ネットで住所検索

南部 ボランティア いずみ園 イ いずみ園 277-0042 柏市逆井341 04-7176-8085 月曜～金曜　10時半～15時 話し相手・作業手伝い・散歩・その他活動支援

南部 参加・ボランティア サロンひまわり サ 柏楽園ふるさと会館 277-0042 柏市逆井5-7-37 04-7172-3558 毎月第４木曜日　午後１時～３時 歌、トランプ、お茶会、紙芝居、その他

南部 ボランティア 地域緑化の推進、社会参加の推進 チ 柏市南部体育館、逆井南郵便局

2770043

柏市①柏市南部体育館（南逆井1‐20‐1）・逆井

南郵便局（南逆井6‐2‐8）

090-2466-8395 不定期
花の植栽・除草・イベントの実施（緑のカーテンの推進・手芸等の手作り品

の講習会）

南部 参加 フレイル予防 フ 野沢町会ふるさと会館 277-0043 柏市南逆井6-34-1 090-2466-8395 不定期（年3回） 健康講座の開催

藤心 参加 HCAクラブ　南逆井（金）ロコモ予防体操 エ 逆井南町会ふるさと会館 277-0042 柏市逆井515-1 090-5566-1238 第１，第２，第４金曜日　9時半～11時半 貯筋運動・床運動・その他

藤心 参加 HCAクラブ　南逆井（土）ロコモ予防体操 エ 逆井南町会ふるさと会館 277-0042 柏市逆井515-1 090-5566-1238 毎月第１，第３土曜日　10時～12時 貯筋運動・床運動・その他

藤心 参加 おむすびころりん オ 柏楽園ふるさと会館 277-0042 柏市逆井5-7-37 080-1251-0839 毎月第1・3火曜日　13時半～14時半 ロコモ予防体操

藤心 参加 オリーブの集い オ 逆井ふるさと会館 277-0042柏市逆井515-1 090-2221-5100 第1金曜・第3金曜 脳トレ（認知症予防エクササイズ）

 藤心 参加・ボランティア ケアラーズ&オレンジカフェ　みちくさ亭 ケ みちくさ亭 277-0034 柏市藤心1-29-12 04-7138-5032 毎週火曜・水曜・木曜　10時～17時
高齢者や障がい者、認知症とその家族の

方が話をすることや情報交換の場所

藤心 参加・ボランティア サロン麦の穂 サ 逆井ふるさと会館 277-0042 柏市 逆井515-1 04-7171-1855 毎週火曜 健康体操・脳トレ・コミュニケーション・レクリエーション ネットで住所検索

藤心 参加 サロンミモザ サ 柏楽園ふるさと会館 277-0042 柏市逆井5-7-37 04-7172-0814 毎週水曜日 転倒予防体操

藤心 参加 花水木 ハ 藤心近隣センター 277-0034 柏市藤心4-1-11 080-1246-0324 毎月第2木曜日9時～11時半 脳トレーニング、その他

増尾 参加 クローバーサロン ク 柏市加賀3-8-13 277-0051 柏市加賀3-8-13 04-7172-2225 毎週水曜日10時～16時 高齢者サロン

増尾 参加・ボランティア コミュニティのこのこ コ 増尾ふるさと会館 277-0033 柏市増尾4-1-33 090-2142-9783 毎週金曜日9時半～12時半 高齢者の通いの場のサロン・介護予防

増尾 ボランティア デイホーム　ゆりの木柏 デ デイホーム　ゆりの木柏 277-0052 柏市増尾台1-12-6 増尾台Kビル1階 04-7175-8520 随時 掃除、洗濯、食器洗い ホームページ掲載不可と記載あり

増尾 参加 健康体操教室 ケ ほのぼのプラザますお 277-0051 柏市加賀3-16-8 04-7075-7899 毎月第１金曜日・第３水曜日午前中 ストレッチと筋肉と関節のトレーニング

増尾 参加 Step　D ス ①ほのぼのプラザ②増尾近隣センター ①柏市加賀3-16-8 ②柏市増尾3-1-1 04-7174-6120 ①13時半～15時半（火曜）②15時半～17時半（火曜） ロコモ体操（フレイル体操）①ほのぼのクラブ　②増尾近隣センター

増尾 参加・ボランティア 多世代交流コミュニティサロンつちのこ タ 土小学校第４校舎　多目的室 277-0033 柏市増尾4-4-1 090-5497-3515 毎週土曜日 多世代交流サロン

増尾 参加・ボランティア ほのぼの歩こう会 ホ ほのぼのプラザますお近隣 277-0051 柏市加賀3-16-8 周辺 090-7809-8410 第１・第３金曜日　10時～12時 ウォーキング

柏中央、風早北部 ボランティア NPO法人　いもむし エ 食堂　きゃべつ 277-0912 柏市箕輪358－1 04-7191-2808 水曜　16時～19時 子供食堂

風早北部 ボランティア ケアハウス　沼南の里 ケ ケアハウス　沼南の里　食堂 277-0931 柏市藤ヶ谷1076-3 04-7160-6688 3か月に1回程度 演奏会

風早北部 ボランティア ツクイ柏塚崎デイサービスセンター ツ ツクイ柏塚崎デイサービスセンター 277-0923 柏市塚崎1039-1 04-7160-6062 10日間程度 囲碁・歌・踊りなどのレク活動

風早北部 ボランティア デイサービス　夢の里 デ 柏市大島田394-12 277-0922 柏市大島田394-12 04-7170-0740 月曜日～金曜日　14時～16時 レクリエーション手伝い・話し相手

風早北部 ボランティア 特別養護老人ホーム　沼風苑 ト 特別養護老人ホーム　沼風苑 277-0912 柏市箕輪585 04-7160-6800 毎週木曜日　9時～11:30 入浴補助（ドライヤー）、イベント、シーツ交換 ホームページ掲載不可と記載あり

風早北部 ボランティア なないろ ナ 通所介護なないろ 277-0922 柏市大島田579-3 04-7128-4455 8時半～9時半または16時～17時半 清掃・草刈・受入施設の職員と行う補助的活動

風早北部 参加 なないろクラブ ナ なないろ 277-0921 柏市大津ヶ丘4-28-11 千代田ビル1階 04-7128-4455 毎週火曜日10時半～11時半、毎週木曜日11時～12時 体操　火曜日：感覚入力に着目した内容、木曜日：姿勢に着目した内容

風早南部 参加 大津川をきれいにする会 オ 別紙 別紙 090-4428-4488 別紙
大津川の河野中及び土手のゴミ収集、かにうちの森手入れ、あじざいの里作

り等

風早南部 ボランティア コミュニティカフェ茶論 コ 高柳近隣センター 277-0941 柏市高柳1652-10 090-4428-4488 火・水・木・土　10時～15時 喫茶・たまご教室（パソコン教室、囲碁、将棋、移動教室） ネットで住所検索

風早南部 ボランティア デイサービス　わたしん家 デ デイサービス　わたしん家 277-0942 柏市高南台2-2-11 04-7193-1347 月曜～土曜　9時～16時 高齢者の話し相手

風早南部 参加・ボランティア 藤のなごみ（再開未定） フ 藤ヶ谷区民館 277-0931 柏市藤ヶ谷558 090-6652-3774 毎週水曜日　13時～16時 ラジオ体操、情報交換、お茶のみ、ゲーム　他

参加 かしわ生涯現役窓口 カ パレット柏 277-0005 柏市柏1－7－1－301 04-7157-0282 月～金、午前10時～午後4時 活動ｴﾘｱ,内容記載なし

ボランティア 柏市立柏病院 カ 院内 277-0825 柏市布施1-3 04-7134-2000 午前中 活動ｴﾘｱ,内容記載なし

ボランティア グループホーム　オアシス グ グループホーム　オアシス 277-0004 柏市柏下218 04-7165-1212 隔週1日　月に1日 活動ｴﾘｱ,内容記載なし

ボランティア ケアパートナー柏 ケ ケアパートナー柏 277-0835 柏市松ケ崎231-1 04-7133-8631 都度相談 活動ｴﾘｱ,内容記載なし

参加 健康体操 ケ 松葉第二小学校体育館 277-0827 千葉県柏市松葉町2-16-16 090-2144-3204 月2回　日曜日の午前中 活動ｴﾘｱ,内容記載なし、ネットで住所検索

ボランティア サービス付き高齢者向け住宅　おひさまハウス柏 サ おひさまハウス柏 柏市関場町4-23 277-0028 柏市関場町4-23 04-7197-3421 活動日時、活動ｴﾘｱ,内容記載なし

ボランティア 社会福祉法人　ぶるーむの森 シ 施設敷地内 277-0085 柏市中原1817番1 04-7136-2324 随時相談 活動ｴﾘｱ,内容記載なし

ボランティア 社福祉法人かたくり会　ひびき園 シ 社福祉法人かたくり会　ひびき園 277-0872 柏市十余二193-1 04-7135-6116 午前10時～12時 HPの住所に訂正、活動ｴﾘｱ,内容記載なし

ボランティア 社会福祉法人彩会　まんてん シ まんてん 277-0074 柏市今谷上町45-18 04-7196-6805 月曜日～金曜日　午前9時半～午後4時 活動ｴﾘｱ,内容記載なし

ボランティア たんぽぽセンター タ たんぽぽセンター 277-0004 柏市柏下135-1 04-7170-2140 第３火曜日（13時～15時半） 活動ｴﾘｱ,内容記載なし

ボランティア デイサービス　はなまる デ 柏市大津ヶ丘3-49-1 277-0921 柏市大津ヶ丘3-49-1 04-7190-5012 10時～12時　13時～15時 活動ｴﾘｱ,内容記載なし

ボランティア ひまわり園 ヒ ひまわり園 277-0923 柏市塚崎1374 04-7193-3456 木曜日 活動ｴﾘｱ,内容記載なし

参加 ほのぼのロコモ ホ 柏市加賀3-16-8 ほのぼのプラザますお 277-0051 柏市加賀3-16-8 ほのぼのプラザますお 04-7176-3872 毎月第2・第4水曜日 ロコモ体操 エリア記載なし


