
今回は 

松沢病院の看護師と 

訪問歯科医による 

相談コーナーもあります。 

 

主催：成城8989
わくわく

ネットワーク 

成城地区で活動しているサロンやイベント、

耳寄りな情報など毎月紹介しています！ 
 

 

成城地区社会福祉協議会 

２月号 

   新しくできたサロン・自主グループのご紹介です!! 

   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象：妊娠中の方 ※旦那さんも参加 OK 

ママと子ども（0 歳児）※パパも参加 OK 

≪サロンの内容≫ 

助産師さんが主催の子育てサロンです。妊婦さんと産後のママ達、 

交流しませんか!!歌ったり音楽を聴いたりしながら楽しみましょう!!  
 

日 時：毎月第 4日曜日 13:30～15:30 

会 場：APO 幼児教室 世田谷区成城 1-2-7  

地下１階(サミットストア成城店の裏） 

参加費：500 円 

お問合せ：砧地域社会福祉協議会事務所 

Tel：03-5727-6101   担当：札辻・斉藤 

 
飲み物・お菓子を用意し

てお待ちしています！ 

持ち寄り大歓迎！！ 

日時：令和２年２月２１日（金） 

12：00～16：00 

≪12：00～13：30 はすいとん入り

の豚汁を 100 円で食べられます。≫ 

会場：成城８丁目アパート集会所 

問合せ：社協成城地区事務局 

 070-3946-9802 担当：札辻・斉藤 
 

いつ来ていつ帰っても自由で

す。お弁当の持込もＯＫ！ 

すいとん入り豚汁をご希望の

方は 50 食限定ですので、 

2 月 14 日までに 

お申し込みください。 
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サロン・グル-プ紹介 

 グループ名 活動内容 活動場所 参加費 

月

曜

日 

 

 

AM 

成城リズム 健康体操 
成城ふれあいの家（第 1･2） 

砧総合支所 4階 

月会費 500円 

入会金 500円 

成城青葉会 
健康体操・歌・ 

おしゃべり 

都営成城アパート 

第一集会所(第 2･4) 
1回 300円 

囲碁 （成城若葉会） 囲碁 成城ふれあいの家(第 3･4)  

PM 

グループなごみ  茶話会 成城ふれあいの家(第 1･2) 実費 

月曜麻雀 (成城若葉会) 麻雀 成城ふれあいの家(第 1)  

詩吟  (成城若葉会) 詩吟 成城ふれあいの家(第 2･4)  

日舞  (成城若葉会) 日本舞踊 成城ふれあいの家(第 3)  

成城囲碁将棋愛好会 囲碁・将棋 ほか 
都営成城アパート 

第一集会所(第 1) 
1回 100円 

終

日 

成城花水木 
コントラクトブリッジ 

茶話会 
祖師谷支えあいルーム 

(第 2･4･5) 
無料 

月曜麻雀(成城若葉会) 麻雀 成城ふれあいの家(第 3･4･5)  

火

曜

日 

AM 

梢の会 
健康体操・ヨガ・ゆるやか

健康体操・太極拳 

パークシティ成城 

キッズルーム(毎週) 
6ヶ月4000円 

子育てサロン Pure Angel お母さんたちの交流会 個人宅(成城４丁目) 11日(祝) 1回 300円 

体操(成城若葉会) 体操 成城ふれあいの家(第 4)  

カラダコア 呼吸で行う健康体操 成城ふれあいの家(第 3) 1回 100円 

英文学を読む会（高齢者団体） 英文学を読む 成城ふれあいの家(第 2)  

グループ魔法の手 手芸 成城ふれあいの家(第 1) 1回 500円 

PM 

成城スクエアダンスクラブ 
スクエアダンス 

スナックタイム 

祖師谷支えあいルーム（第 2･4） 

砧総合支所 4 階(第 1･3) 
1回 500円 

サロン 成城の杜 
(サローネ・ディ・ボスコ成城） 

① イタリア語とおしゃべり 
② 奥の細道(原書)を読んで・ 

おしゃべり 
グランダ成城の杜 無料 

ソシアルダンス(成城若葉会) ソシアルダンス 成城ふれあいの家(第 2･4)  

成城地唄舞の会 地唄舞（日本舞踊） 成城ふれあいの家(第 1･3) 1回 200円 

終日 成城花水木 コントラクトブリッジ・茶話会 成城ふれあいの家（第 1・3） 無料 

水

曜

日 

AM 

もみじ会 
健康体操・懇親会 

・お散歩 

祖師谷支えあいルーム（第 2･4） 

砧総合支所 4 階（第 1･3･5） 
月 800円 

（梢の会） （朗読会） 
（パークシティ成城 

キッズルーム(第１)）  
6ヶ月 

1000円 

八九会 重り体操、軽体操 エリザベート成城  月 500円 

囲碁 (成城若葉会) 囲碁 成城ふれあいの家(第 2･4)  

PM 
アミーゴ!! 軽いストレッチ・手芸 歐林邸(第 3) 300円 

書道(成城若葉会) 書道 成城ふれあいの家(第 2･4)  

終

日 

囲碁 (成城若葉会) 囲碁 成城ふれあいの家(第 1･3･5)  

水曜麻雀(成城若葉会) 麻雀 成城ふれあいの家(毎週)  

まめの木（ミニデイ） ミニデイ 
砧総合支所 4階・ 

佐久間本店(第 2) 
無料 



  グループ名 活動内容 活動場所 参加費 

木

曜

日 

AM 

梢の会 リトミック パークシティ 成城（第 4） 6ヶ月1000円 

成城リズム 健康体操 成城ふれあいの家（第１･２） 
月会費 500円

入会金 500円 

体操（成城若葉会） 健康体操 成城ふれあいの家（第 3）  

華道（成城若葉会） 生け花 成城ふれあいの家（第 4）  

PM 

さえずりサロン  歌・おしゃべり 歐林邸 （第 1木） 200円 

麻雀（高齢者団体） 麻雀 成城ふれあいの家（毎週）  

手芸（高齢者団体） 手芸 成城ふれあいの家（第 2･4）  

終日 ミニデイ「まめの木」 ミニデイ 
成城ホール・ 

佐久間本店（第 3） 
無料 

金

曜

日 

AM 

成城パセリ 
健康体操 

ウォーキング（第 4） 

砧総合支所 4階（第 3） 

祖師谷支えあいルーム（1･2･5） 
6ヶ月3500円 

あじさい会 ストレッチダンス 砧総合支所 4階集会所 
月 800円 

(3ヶ月分一括) 

フラダンス（成城若葉会） フラダンス 成城ふれあいの家（第 2.4）  

PM 

俳句（成城若葉会） 俳句 成城ふれあいの家（第 1）  

日舞（成城若葉会） 日本舞踊 成城ふれあいの家（第 2･4）  

成城いきいき 健康体操･太極拳 成城アルテンハイム（毎週） 無料 

終

日 

ミニデイ「まめの木」 ミニデイ 成城ホール・佐久間本店（第 4） 無料 

金曜麻雀（成城若葉会） 麻雀 成城ふれあいの家（毎週）  

土

曜

日 

AM パソコンふじみの会（高齢者団体） パソコン 
成城ふれあいの家（第 1･2･4） 

 

PM 

サロン アミーゴ!! 軽いストレッチ、手芸 船橋 1(代表宅)（第１・3） 300円 

カラオケ（成城若葉会） カラオケ 成城ふれあいの家（第 2.4）  

友愛活動（成城若葉会） 友愛活動 成城ふれあいの家（第 3）  

成城囲碁将棋愛好会 囲碁・将棋 他 
都営成城アパート 

第一集会所(第 3) 
1回 100円 

終日 成城ブリッジ会（高齢者団体） カードゲーム 成城ふれあいの家（第 1･2･3･4）  

日

曜

日 

AM 輪投げ（成城若葉会） 輪投げ 成城ふれあいの家（第 1･3）  

PM 

ふれあいサークル「カラオケ」 

（高齢者団体） 
カラオケ 

成城ふれあいの家 

（第 1･3･5） 
 

親子の音楽サロン(自主グループ) 音楽(歌)・情報交換 APO 幼児教室 (第 4) 500円 
(お菓子代) 

終日 日曜麻雀（成城若葉会） 麻雀 成城ふれあいの家（第 2･4）  

ご興味のある方は下記へお問い合わせください。 

【お問い合わせ先】 

世田谷区社協成城地区事務局 070-3946-9802 

※成城若葉会への問い合わせは 090-8049-5319 窪小谷章二までお願いします。 

※会場・日程・内容等については、変更になる場合がございます。 



 

※主な会場 

★砧総合支所（成城 6-2-1） 

★成城ふれあいの家 

（成城 3-13-25） 

★祖師谷ささえあいルーム 

（祖師谷 3-21-1） 

★成城アルテンハイム 

（成城 6-13-17） 

★都営成城アパート 

8丁目集会所 

（成城 8-25-1） 

★成城歐林邸 

（成城 3-11-28） 

★パークシティ成城 

（成城４） 

★エリザベート成城 

（成城 8-27-24） 

★グランダ成城の杜 

（成城 9-1-10） 

★APO 幼児教室 

（成城 1-2-7） 


