
平岡・中富圏域　集いの場マップ

場所：３９ 小路青年館

小路１区サロン（中富地区）

場所：４１ 成蔵公民館

成蔵区サロン（中富地区）

場所：４９ 阿部公会堂

阿部・堂谷区サロン（中富地区）

場所：Ｅ 平川公民館

平川菜の花サロン（平岡・中富地区）

場所：３５ 滝ケ沢自治会館

滝ケ沢さわやかサロン（平岡地区）

※みかん狩りに行きました。

場所：２９ 花房平自治会集会所

サロンはなぶさ（平岡地区）

場所：２８ 野里公民館

（野里農村広場）

野里熟年いきいきクラブ

（平岡地区）

出展：国土地理院地図

…… 自治会館

…… その他施設

平岡地区

中富地区

場所：２３ 川原井第６分区集会所

川原井よってけサロン（平岡地区）

Ｒ2.3月発行
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番号 区名 会場 写真 百歳体操
実施状況

サロン・サークル他等
の使用状況

番号 区名 会場 写真 百歳体操
実施状況

サロン・サークル他等
の使用状況

19 根澄山公会堂 区内会合等

1 永地公民館 ○ 区内会合等 20 新田公会堂 区内会合等

2 永地第２公民館 区内会合等 21 表場公会堂 区内会合等

3 下泉会館
（下泉農村広場）

○ 区内会合等 22 川原井第五公会堂 区内会合等

4 下泉１番組集会所 区内会合等 23 川原井第６分区集会所
区内会合等、

平岡地区社協サロン

5 下泉２番組集会所 区内会合等 24 長割公会堂 区内会合等

6 下泉３番組集会所 区内会合等 25 林公会堂 ○ 区内会合等

7 下泉５番組集会所 区内会合等 26 林四番組公会堂 区内会合等

8 高谷公会堂 区内会合等 27 林五番組公会堂 区内会合等

9 高谷一番組公会堂 区内会合等 28 野里区 野里公民館
（野里農村広場）

○ 区内会合等、
平岡地区社協サロン

10 高谷二番組公会堂 区内会合等 29
花房平
自治会

花房平自治会集会所 ○ 区内会合等、
平岡地区社協サロン

11 高谷三番組公会堂 区内会合等 30 上泉公会堂 区内会合等

12 高谷四番組公会堂 区内会合等 31 上泉石川公会堂 区内会合等

13 高谷五番組公会堂 区内会合等 32 上泉房根公会堂 区内会合等

14
大山田
自治会

大山田自治会館 区内会合等 33 大和田青年館 区内会合等

15 三箇区 三箇公民館 区内会合等 34 上泉西萩原集会場 区内会合等

16 鹿島区 鹿島区公民館 ○ 区内会合等 35
滝ケ沢
自治会

滝ケ沢自治会館 ○ 区内会合等、
平岡地区社協サロン

17 川原井青年館 ○ 区内会合等 36
もみの木台

自治会
もみの木台自治会館 ○ 区内会合等

18 砂子田公会堂 区内会合等 37 永吉区 永吉公民館 区内会合等

川原井区

川原井区

平岡地区自治会館一覧

永地区

下泉区

高谷区

林区

上泉区

「平岡・中富圏域集いの場マップ」について

このマップは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすため、本市が取り組んでいる

「生活支援体制整備事業 平岡・中富圏域協議体」が地域の皆様の御協力を得て、

作成しました。

近年は、公民館や自治会館等だけではなく、福祉施設や商業施設の空きスペース、

個人宅なども活用しての近隣での体操やサロンの開催なども行われてきています。

お住まいの地域の身近な集いの場としてご活用下さい。

ご注意頂きたい点：掲載内容に関しては、随時変更の可能性があります。

記載情報は、情報提供・掲載承諾を頂いた自治会館や施設のみとなっております。



番号 区名 会場 写真 百歳体操
実施状況

サロン・サークル
他等の使用状況

番号 区名 会場 写真 百歳体操
実施状況

サロン・サークル
他等の使用状況

38 百目木区 百目木公民館 ○ 区内会合等 56 玉野区 玉野公会堂 ○
※ 区内会合等

39 小路第１区 小路青年館 ○
区内会合等、

中富地区社協サロン
57 上宮田区 上宮田区集会場 区内会合等

40 小路第２区 小路第2区公会堂 区内会合等 58
下宮田
自治会

下宮田自治会館 区内会合等

41 成蔵区 成蔵公民館 ○
区内会合等、

中富地区社協サロン

42 上宿公会堂 ○ 区内会合等

43 上宿小坪公会堂 区内会合等 番号 写真 百歳体操
サロン・サークル
他等の使用状況

44 中下区 中下公会堂 ○ 区内会合等 Ａ 各サークル交流会等

45 山中区 山中公会堂 ○ 区内会合等 Ｂ ○ 家族介護教室

46 大鳥居区 大鳥居公会堂 ○ 区内会合等 Ｃ メイトサロン

47 三谷区 三谷青年館 ○ 区内会合等 Ｄ フリースペース貸出

48 下根岸区 下根岸青年館 区内会合等 Ｅ ○
各サークル、交流会等
平岡地区社協サロン

49 阿部区 阿部公会堂 ○
区内会合等、

中富地区社協サロン
Ｆ ○ 各サークル交流会等

50 堂谷区 堂谷集会所 区内会合等 Ｇ ○
各サークル交流会等
フリースペース貸出

51 打越区 打越青年館 ○ 区内会合等 Ｈ NO　PHOTO フリースペース貸出

52 大竹区 大竹区集会場 ○ 区内会合等 Ｉ
ひらかわオレンジカフェ
地域協働コミュニティ

スペース貸出

53 滝の口区 滝の口公会堂 区内会合等

54 吉野田区 吉野田公民館 区内会合等

55 岩井作区 岩井作公会堂 区内会合等

※現在、休止中（令和2年3月時点）

中富
中下シニアクラブ 主に中下区、山中区の方などが所属

上宿しん悠会 主に上宿区の方などが所属

平岡
鹿島区親交会 主に三箇区、鹿島区の方などが所属

もみの木台友愛会 主にもみの木台自治会の方が所属

　　平岡・中富地区内シニアクラブ連合会情報　

地区 クラブ名 会員の方々

平岡公民館
（電話７５-６６７７）

中富地区自治会館一覧

上宿区

平岡・中富地区内
福祉施設等の集いの場一覧

施設名等

豊島薬局（中富）
（電話７５-２６２８）

児童養護施設びっき
（中富）

ウェルシア袖ケ浦横田店
（中富）

（電話７５-７７８１）

その他、中富地区においては滝の口区個人宅にて百歳体操や中富地区社協サロンを開催し
ております。

※令和２年４月より施設名等変更の予定

袖ケ浦瑞穂
特別養護老人ホーム（平岡）

（電話６０-５５６６）

なのはなメイト（平岡）※
（電話７５-２７７３）

百笑（平岡）
（電話７１-１００８）

平川公民館（平岡・中富）
（電話７５-２１９５）

富岡分館（中富）
（電話７５-４８０５）

平岡・中富圏域 集いの場マップ（令和２年３月発行）

発行・編集 袖ケ浦市生活支援体制整備事業 平岡・中富圏域協議体（袖ケ浦市福祉部高齢者支援課委託事業）

社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会

発行協力 （圏域内）自治会、地区社会福祉協議会、袖ケ浦市シニアクラブ連合会、福祉施設・商業施設、公民館等

地域包括支援ひらかわサブセンター

問合せ先 電話 ０４３８－６３－３８８８ ＦＡＸ ０４３８－６３－０８２５

発行にあたりまして、ご協力頂きました皆様には厚くお礼申し上げます。

問合せ先：

○自治会館

お住まいの区役員の方等にお問い合わせ下さい。

○袖ケ浦いきいき百歳体操

地域包括支援ひらかわサブセンター

袖ケ浦市横田１１５－１（平川公民館内）

電話７５－３３４４

○地区社協サロン、シニアクラブ

集いの場マップに関すること

社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会

袖ケ浦市飯富１６０４

電話６３－３８８８

○その他

記載連絡先へお問い合わせ下さい。


