
平成30年度　地域の茶の間一覧　
平成30年4月現在

№ 地区 町内・集落名 名  称 会場名 活動日(都合により変更あり) 開催時間 参加費

1 小町・下町 寿はつらつ会 老人いこいの家 月1回／第3金曜日 13：30～15：30

2 小町・下町 じょんのび会 老人いこいの家 月1回／第3日曜日 13：30～16：00 200～500円（12月は2,000円）

3 稲荷町・関下町・春日町・山ノ手町 寄らっしゃい 東南コミュニティセンター 月1回／第3水曜日（8月･1月は休み） 13：30～15：30 100円

4 堀之内町部全体 まめだった会 学校町集会所 月1回／第2火曜日（12～3月は休み） 13：30～15：30 200円

5 根小屋 城下お茶会 集会所（持ち回り） 月１回／第１金曜日 13：00～15：30 300円

6 竜光3 なごみの会 竜光区民会館 月１回／第2水曜日 9：30～11：30 500円

7 下新田 下新田新和会 下新田集落センター 月1回（月により変動） 13：30～16：00

8 田川 白山茶話会 田川集会所 月2回／第2･4水曜日 10：00～12：00 200円

9 原 原ふれあい茶話会 原ふる里会館 月1回／第3土曜日 13：00～15：30 300円

10 魚野地 魚野地クローバ会 魚野地コミュニティセンター 年4回／金曜日（4～11月は休み） 13：30～16：00

11 本町・小出稲荷町 すみれ会 稲荷町コミュニティセンター 年4回 11：00～13：00

12 大塚町・諏訪町・あけぼの町・三番町・四番町 らくちん会 小出ボランティアセンター 年2回 ①12：00～15：00　②11：00～16：00 100円／500円

13 諏訪町 コスモスの会 こまいぬ荘 年4回 10：00～14：00 200円

14 浦町 浦町地域友愛ボランティアの会 浦町公民館 月1回／第2木曜日 10：00～12：00 400円

15 東町・南本町・柳原 たんぽぽの会 小出ボラセン、小出中央公民館 年2回 10：00～14：00 300円

16 向山･小出旭町･川西 川西にこにこ会 松島屋 年3～4回 10：00～12：00 300円

17 横町・中ノ島・日渡・谷地町 横町お茶の間サロン 横町公民館 年2回 13：30～15：00

18 羽根川 羽根川友愛ボランティアの会 羽根川公民館 年4回 ①11：00～13：00　②13：30～15：30 200円（無い時もあり）

19 四日町 陽だまりの会 四日町集落開発センター 年4回 13：00～15：00 100円（茶話会のみ）

20 青島 青島お茶のみサロン 青島農村婦人の家 年5回 10：00～14：00 200円

21 沢田・明神・大清水住宅・沢田住宅 のんびりサロン 沢田公民館 月1回／20日（1月･8月は休み） 9：30～11：30

22 古新田 古新田友愛ボランティア 古新田公民館 年7回／第3木曜日 9：00～12：00

23 佐梨 お茶のみサロン 佐梨集落センター 年6回／第1月曜日 13：00～15：00

24 大河原 大河原の茶の間 大河原集会所 月1回／中旬 13：00～15：00 100～200円

25 中原 中原友愛ボランティアの会 中原公民館 月1回／第3金曜日 9：00～11：00

26 干溝 干溝茶の間会 干溝集落センター「やまびこ」 年4回 ①10：00～16：00　②13：00～16：00 200円、300円

27 虫野・伊勢島 ほほえみの会 伊米ヶ崎公民館 年4回 9：00～15：00 200円

28 板木 なごみの会 森山里子宅／板木集落センター 月1回／第2月曜日 ①9：00～12：00　②11：00～14：00 100円、300円

29 大浦 大浦茶の間会 まちの駅「内田邸」／大浦集落センター 月1回（4月、11～3月は休み） 13：00～15：00 100円（8月は無し）

30 十日町 十日町茶の間会 十日町集落センター 月1回／21日 14：00～16：00

31 小出地域全域 茶の間「ゆうあい」 小出ボランティアセンター 月1回／第2木曜日 9：30～12：00

32 上ノ原 じょんのびサロン 湯之谷老人福祉センター 月1回／第2火曜日、第4土曜日 9：00～13：00 200円

33 大沢 大沢さわやかひろば 大沢公民館（集落センター） 月1回／第1火曜日 9：30～11：30 200円

34 葎沢 葎沢みんなの茶の間 葎沢集落センター 月1回／第1水曜日 9：30～11：30

35 湯之谷芋川 湯之谷芋川茶の間会 湯之谷芋川公民館 月3回 13：30～15：30

36 宇津野 宇津野こぶし会 宇津野公民館 月1回／第2火曜日 13：30～15：30

37 下折立 結の会 下折立温泉　旅館「長者」 月1回／第3月曜日 10：00～14：00 500円

38 上折立 上折立茶の間会 上折立集落センター 月1～2回 13：30～15：30

39 大湯温泉 雪華の会 大湯温泉共同浴場内(和室) 月2回／第2、第4木曜日 13：30～15：30 食事会のみ参加費あり

40 金ヶ沢 金ヶ沢洗心クラブ 金ヶ沢公民館 月1回 13：30～15：30

41 親柄 老笑会　 親柄集落開発センター 月1回／第2木曜日 13：30～15：00

42 雁坂下 雁坂下茶の間会 雁坂下コミュニティセンター 月1回／15日 9：30～11：30 100円

43 小平尾 小平尾茶の間会 小平尾研修集会センター 月1回／第1、第3水曜日 9：00～12：00 100円

44 山口 山口さくら会 下四ヶ区開発センター 月2回／土曜日 9：30～11：30 200円

45 並柳 ひまわりの茶の間 並柳担い手センター 月1回／第3月曜日 9：30～11：30

46 和田 和田絆の会 和田集落センター 月1回／第3水曜日 13：30～15：30

47 新保 新保の茶の間 新保ふれあいセンター 月1回／1日 14：00～16：00 100円、300円

48 山田 ふれあい茶の間 山田構造改善センター 月2回／中旬の水曜、10日後の土曜日 10：00～12：00 100円

49 中家 はつらつ会 魚沼市中家生活改善センター 週1回／木曜日 9：30～11：30

50 池平 池平の茶の間 池平集落開発センター 月1回／10日 10：00～12：00 100円

51 赤土 あかっちクラブ 赤土コミュニティセンター 月1回／第2日曜日 13：30～15：30

52 大倉 大倉達者会 大倉集落センター 年5回／第3火曜日 13：30～15：00 100円

53 西村 西村お茶会 西村コミュニティセンター 月1回／第4月曜日 10：00～11：30

54 宮原 宮原いきいきクラブ 宮原コミュニティセンター 月1回／17日 9：30～11：30 100円

55 大谷内 大谷内きらくサロン 大谷内生活改善センター 年6回 10：00～12：00 200円

56 細野 細野サロン会 細野活用センター 月1回／8日 13：00～15：00 100円

57 福山新田 福山新田　よらん会 克雪センター／ほこん処（福山体育館） 月2回／第2、第4水曜日 10：00～12：00

58 渋川 渋川お達者会 渋川集落開発センター 月1回／第1月曜日（1月･2月は休み） 9：30～11：30 100円（12月は300円）

59 長鳥 長鳥長生き会 長鳥集落センター 月1回／第4月曜日 13：00～15：30

60 高倉（荒貫） 荒貫ふれあい会 荒貫公民館 月1回／第2水曜日 14：00～16：00

61 高倉（大宿） 笑宿 大宿集落センター 月1回／第3水曜日 13：30～15：30

62 高倉（二分） 二分お茶の会 二分集落センター 月1回 15：00～17：00

63 穴沢 陽だまりサロン ふれあい館 月1回／第3金曜日 13：30～15：30

64 柿の木 柿の木お茶飲みサロン 柿の木集落所 月1回／第1月曜日 13：00～15：00

65 大栃山 大栃山楽茶の会 大栃山農林会館 月1回／10日 9：00～11：30 100円

66 大栃山 とわの会 大栃山農林会館 月1回／最終火曜日 9：00～11：00

67 平野又 平野又お茶友の会 睦館 月1回／10日（1～3月は休み） 13：30～15：00

68 横根 横根集落地域の茶の間 横根みずほ館 月1回／第3木曜日 13：00～15：00

69 中手原・芋鞘 仲良し会 平成館 月1回／20日 13：30～15：30

70 大白川 大白川お茶会 山菜会館 月1回／第3水曜日 13：00～15：00

71 入広瀬 地域の茶の間（特定非営利活動法人　風小僧） 手仕事手ほどき館 月1回／第4木曜日（12～2月は休み） 9：30～11：30 100円
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