
Ｎｏ 教室の名称（場所） 教室　所在地 開　催　日 時　　間

k-1 郷州公民館 守谷市みずき野５－３－３ 日　第２・４ １１：００～１３：００ 宮本 ４５－９９７３

k-2 上町（公民館） 守谷市本町３２６ 月　毎週 １０：００～１２：００ 成島 ４８－０５２４

k-3 栄町（公民館） 守谷市中央２－５－２ 月　第１・２・３・４ １４：００～１５：３０ 宮本 ４５－９９７３

k-4 奥山本田（公民館） 守谷市本町４１０７－１ 木　第１・３ １０：００～１２：００ 小田部 ４５－７２９８

k-5 愛宕（公民館） 守谷市本町４３２９ 木　第２・４ １０：００～１２：００ 飯泉 ４８－１５２７

k-6 北園（松並東自治会館） 松並青葉４－２１－９ 金　毎週 １０：００～１１：３０ 星野 ４８－０８７５

k-7 八坂　（中央公民館） 守谷市百合ケ丘２－２５40-1 金　第1・４　に変更 １３：１５～１５：００ 森滝 ４５－４４２４

k-8 辰新田（公民館） 守谷市本町６０３９ 土　第１・２ １０：００～１１：３０ 原田 ４８－４９０８

k-9 乙子（農村集落センター） 守谷市高野６３７－３ 月　第２・４ １３：３０～１５：００ 浦和 ４８－６８５７

k-10 山ゆり会 (土塔新山公民館） 守谷市百合ケ丘２－２６２４－２１ 火　第２・４ １０：００～１２：００ 佐藤（洋） ４８－１６１３

k-11 ふれあいクラブ(清水コミュニティーセンター) 守谷市百合ケ丘２－２７３５ 木　第１・３・４ １０：００～１２：００ 須賀 ４８－３９３２

k-12 若葉体操教室（高野公民館） 守谷市高野９３５ 金　毎週 １０：００～１２：００ 新妻 ４５－０１２７

k-13 みみずく（中央公民館） 守谷市百合ケ丘２－２５40-1 火　第１・２・３ １０：００～１２：００ 鈴木（範） ４５-５９８０

k-14 月曜ぱたか文化会館 守谷市久保ケ丘１－１９－２ 月　第１・２・４ 　１０：００～１１：３０ 大森(房) ４８－７７６３

k-15 大野健康体操（大野地区公民館） 守谷市野木崎５００ 火　第２・４ １３：３０～１５：００ 森（明） ４６－１８７５

k-16 学びの里 守谷市板戸井２４１８ 水　毎週 １０：００～１２：００ 大滝 ４８－７５６９

k-17 立沢（生活改善センター） 守谷市立沢７０６ 水　２・４ １３：３０～１５：００ 小川(章) ４８－８５７３

k-18 やまゆりの郷 守谷市大山新田１４９－1 水　第１・２・３・４ １０：００～１１：３０ 田子 ４５－２８６４

k-19 木曜ぱたか文化会館 守谷市久保ケ丘１－１９－２ 木　毎週 　１０：００～１１：３０ 谷 ４８－５４２３

k-20 御所ケ丘友の会（御所ケ丘第２集会所） 守谷市御所ケ丘５－７－２ 木　第４ 　９：３０～１1：３０ 吉田（た） ４８－７７４４

k-21 御所ヶ丘二丁目みんなの広場 守谷市御所ケ丘２－２３－２ 木　毎週 １３：３０～１５：００ 小林(満) ４５－２３５１

金　第1・２・３・５ １０：００～１１：３０

金　第４ １３：３０～１５：００

k-23 金曜ぱたか久保３（久保ケ丘３丁目自治会館） 守谷市久保ケ丘３－１６－７ 金　第1・２・３・４ １０：００～１１：３０ 持田 ４４－５８７３

k-24 金曜クラブ（東板戸井集会所） 守谷市板戸井２３４1 金　第２・４ 　１０：３０～１２：００ 高橋（聖） ４８－５０４１

k-25 まつさん広場（松前台3丁目自治会館） 守谷市松前台３－８－２ 火　第１・２・３・４ １０：００～１１：３０ 川上 ４４－５２２２

k-26 つばさ会（原自治公民館） 守谷市松並２０２４－３３６ 木　第１・２・３・４ １０：００～１１：３０ 武田 090-2861-1006

k-27 川西体操ｸﾗﾌﾞ（西板田園都市ｾﾝﾀｰ） 守谷市板戸井１５９９－１ 金　第２・４ １０：００～１１：３０ 大久保 ３４－０４１８

k-28 カスミいきいき健康広場 守谷市松ケ丘６－６－１ 水　第１ １０：００～１１：３０ 朽木 ４５－７２７５

k-29 小山さくら会（小山公民館） 守谷市小山２５７－１ 土　第１・３ １３：００～１５：００ 土屋 ４８－２３６２

k-30 ウエンズデーぱたか（北守谷公民館） 守谷市板戸井１９７７－２ 水　第１・３・４・５ １３：３０～１５：００ 岡村 ４５－０１６１

k-31 郷州公民館M 守谷市みずき野５－３－３ 月　第１・２ ９：３０～１１：００ 森山 ４８－５５０４

k-32 高野ぱたか教室 守谷市高野９３５ 木　毎週 １０：３０～１１：３０ 黒崎 ４５－７５５９

p-1 みずき野あおぞら 守谷市みずき野５－３－ 火　第２・４ １０：００～１１：３０ 中谷 ４５－７８５２

Ｎｏ 出前サロンの名称（場所） サロン　所在地 開　催　日 時　　間

s-1 みずき野（郷州小学校） 守谷市みずき野５－４－１ 月　毎週 １１：４５～１２：２０ 荒川 ４８－５８４３

火　第２ １１：００～１２：００

火　第１・３ 　１３：３０～１５：００

s-3 みずき野（郷州小学校） 守谷市みずき野５－４－１ 水　毎週 １０：００～１２：００ 鈴木（紀） ４５－５９４０

s-4 みずき野（郷州小学校） 守谷市みずき野５－４－１ 木　第１・２・３・４ １０：００～１２：００ 小林（保） ４５－６９３３

s-5 坂町（坂町公民館） 守谷市本町５６２－１ 水　毎週 １０：００～１２：００ 小川(桂) ４８－０３９０

s-6 スマイル（守谷小学校） 守谷市本町８５８ 木　第１・２・３・４ １０：００～１１：３０ 安池 090-2410-9529

s-7 ひまわり（松ヶ丘6・7丁目自治会館） 守谷市松ケ丘７－２２－１ 月　第１・２・３・４ １０：３０～１２：００ 鈴木（武） ４８－４１９６

s-8 根切（根切公民館） 守谷市高野３２４－１ 月　第２　　土　第３ １０：００～１２：００ 浦和 ４８－６８５７

s-9 サローネ　けやき（けやき台2丁目） 守谷市けやき台２－１３－１３ 第１・３月曜日 １０：００～１１：３０ 横手 ４５－０１６５

s-10 松風（中央公民館） 守谷市百合丘２－２５４０－１ 月　第２・４ ９：３０～１１：００ 亀山 ５０ー０７６７

s-11 美園文化サークル（南ｺﾐｭﾊｳｽ）） 守谷市美園４－１２－１０ 月　第４ １０：００～１１：３０ 澤田 ４５－６２３４

s-12 美園南ふれあいクラブ・游友（南ｺﾐｭﾊｳｽ） 守谷市美園４－１２－１０ 火　第２・４ １３：３０～１５：３０ 新妻 ４５－０１２７

水　第１・２・４ 時間未定

水　第３ 時間未定

s-15 下ケ戸ふれあいサロン 守谷市大柏１００５－４６ 水　第１ １０：００～１１：３０ 湯田 ２１ー３３１３

s-16 高砂（高砂町公民館） 守谷市百合ケ丘３－２８０３－６３ 水　第２・４ １０：００～１２：００ 湯浅 ４８－６４６７

s-18 ふくろう（仲坪公民館） 守谷市高野１３３７ 水　第２・４ １０：００～１２：００ 毛利 ４５－３８９７

s-19 高野（ミ・ナーデ） 守谷市けやき台４－５－１ 木　第２・４ １０：３０～１１：３０ 鈴木（範） ４５－５９８０

s-20 クラブ松ヶ丘(松ヶ丘5丁目自治会館） 守谷市松ケ丘５－１９ 金　毎週 １０：００～１２：００ 柿木 ４５－２２７７

s-21 守谷サロン（中央公民館） 守谷市百合ケ丘２－２５40-1 金　第１・３ 随時 北村 ４８－１１０５

s-23 大野（大野地区公民館） 守谷市野木崎５００ 月　毎週 １０：００～１２：００ 朽木 ４５－７２７５

s-24 松前台７・悠々会（北守谷公民館） 守谷市板戸井１９７７－２ 月　毎週 　９：００～　９：４０ 山田 ４８－７１２３

s-25 御所ケ丘（御所ケ丘小学校） 守谷市御所ケ丘５－１５ 火　第１・２・３・４ １０：００～１１：３０ 於曽能 ４５－１３７１

s-26 西板戸井サロン（田園都市センター） 守谷市板戸井１５９９－１ 火　毎週　第5週は休み １０：００～１１：３０ 坂 ４８－３７８２

s-28 やくし台（新守谷やくし台自治会集会所） 守谷市薬師台４－１３－４５ 水　第１・３ １３：３０～１５：００ 新木 ４５－３９４１

s-29 交流サロン（久保ケ丘３丁目自治会館） 守谷市久保ケ丘３－１６－７ 水　第4 １０：００～１１：３０ 若山 ４５－５６７０

s-30 ふれあいサロン（上坪農村集落センター） 守谷市野木崎１９９２－２ 木　第１・２・３・４ １０：００～１１：３０ 鍋田 ４５－７８４３

s-31 大木（農村集落センター） 守谷市大木６６７ 木　第１・３ １０：００～１２：００ 石塚（シ） ４８－０８４２

s-32 雅会　オレンジ 守谷市けやき台３－２３－1８ 金　第４ １０：３０～１１：３０ 澤田 ４５－６２３４

s-33 つくしの会 守谷市松ケ丘１－６－５ 木　第２・４ １０：００～１１：００ 原 ３７－４１２３

s-34 ブランズぱたか 守谷市ひがし野2丁目1番地 水　第１・第３ １０：００～１１：３０ 武田 090-2861-1006

守谷市での「いきいきヘルス体操」教室・サロン
守谷市シルバーリハビリ体操指導士会 2023/1/26現在

指導士連絡先

k-22 北守谷公民館 守谷市板戸井１９７７－２ 田子 ４５－２８６４

指導士連絡先

s-2 さくらサロン（城内） 守谷市本町８５１－１ 成島 ４８－０５２４

s-14 サロン・イオンタウン（土塔新山公民館） 守谷市百合ケ丘３－２６６４－２１ 佐藤（洋） ４８－１６１３


