
地区 番号 グループ名　 曜日 開始時刻 会場 所在地

3 領家サロン 火曜日 午後１時３０分 領家町公民館 領家町火屋ヶ原１４５番地

5 出来町キラキラ会 水曜日 午前９時 出来町会館 出来町２３番地

8 輝き会 火曜日 午前１０時３０分 阿南ひまわり会館 富岡町北通３３番地１

10 辰己いきいきクラブ 水曜日 午後１時 宮原総合センター 日開野町宮原７８番地７５

20 黒津地いきいきクラブ 火曜日 午前１０時 黒津地コミュニティセンター 黒津地町新弥開１６番地１

31 ヤング西路見 月曜日 午前10時 西路見町公民館 西路見町元村１９番地

75 原ヶ崎ながいき会 日曜日 午後２時 原ヶ崎町会館 原ヶ崎町居屋敷１２８番地

82 ピンコロクラブ 水曜日 午前１０時 日開野会館 日開野町南居内３２２番地

84 なかよし会 水曜日 午後１時３０分 阿南ひまわり会館 富岡町北通３３番地１

90 寿会 金曜日 午前１０時 富岡会館 富岡町寿通７３番地１

4 長岡スズメクラブ 水曜日 午後１時３０分 長岡コミュニティセンター 横見町前長岡４４番地

33 南島寿会 土曜日 午後１時３０分 南島会館 上中町南島１０３番地

59 王子クラブ 水曜日 午後２時 岡公民館 上中町岡２６８番地

60 横見あじさいクラブ 火曜日 午後１時３０分 横見教育集会所 横見町願能地東４９番地１

95 ハッピーレディー 月曜日 午前１０時 長岡東教育集会所 横見町長岡東１５番地１

34 川原金ようサロン 金曜日 午後１時３０分 川原集会所（古烏神社） 宝田町川原６４番地

39 ひまわりいきいき体操 火曜日 午後１時３０分 宝田公民館 宝田町久保田９７番地１

6 津乃峰すこやか広場 火曜日 午後２時 津乃峰総合センター 津乃峰町長浜４９４番地

9 西分いきいきクラブ 水曜日 午後１時３０分 西分集会所 津乃峰町西分２４０番地１

15 コスモス会 水曜日 午後１時３０分 中林公民館 中林町原２３番地２

17 見能方長寿会 火曜日・金曜日 午後１時３０分 見能林老人いこいの家 見能林町東浦５１番地１

19 見能林健康会 火曜日 午後１時３０分 見能林公民館 見能林町念仏免４番地１

27 わらべ会 月曜日 午後2時 喫茶えりーな 見能林町大作半１６番地５

35 中林お番茶クラブ 水曜日 午前１０時 中林ふれあい会館 中林町吉ヶ内１１番地

37 才見東クラブ 木曜日 午前９時 才見コミュニティセンター 才見町田中１３番地

54 スマイルクラブ 月曜日・木曜日 午後１時３０分 見能方農業会館 見能林町浜浦

62 林崎あじさいクラブ 火曜日
第1・第3午前１１時
第2・第4午前１０時 林崎コミュニティセンター 見能林町林崎１４０番地１

72 大潟木曜会 木曜日 午後１時３０分 大潟会館 大潟町２１３番地

73 サロン津乃峰 日曜日 午前９時 旧丸八旅館跡地　2階 津乃峰町東分２１３番地

91 にこにこクラブ 木曜日 午前１１時４０分 津乃峰総合センター 津乃峰町長浜４９４番地

93 新浜いきいき体操グループ 月曜日・土曜日 午後１時３０分 新浜コミュニティセンター 津乃峰町新浜１８番地２８

橘地区 52 橘ハッピー広場 火曜日 午前１１時 橘公民館 橘町豊浜３６番地１５

2 パワフル桑野 月曜日・金曜日 午前９時 桑野コミュニティセンター 桑野町中野１１５番地７

14 山口クラブ 月曜日 午後１時３０分 山口コミュニティセンター 山口町森国１１８番地１

16 長生いきいきクラブ 日曜日 午後１時３０分 長生公民館 長生町上荒井楠ノ前４番地２

22 いきいき体操西方 金曜日 午後１時３０分 西方コミュニティセンター 長生町西方４４６番地３

86 明谷いきいきクラブ 火曜日 午後１時３０分 明谷コミュニティセンター 長生町北浦５０番地

25 大野城山クラブ 土曜日 午後2時 大野老人いこいの家 下大野町三条１２番地１

63 明峰会 火曜日 午後１時３０分 尾崎教室 中大野町北傍示１５２番地３

66 上大野クラブ 月曜日 午後１時３０分 大野公民館　上大野分館 上大野町城之内６８番地１

70 活き百下大野 火曜日 午後１時３０分 大野公民館　下大野東部分館 下大野町柴根９１番地

68 清流会 火曜日 午前１０時 加茂谷総合センター 加茂町野上２２番地１１

92 細野・大田井いきいきクラブ 月曜日 午後１時３０分 大田井地区集会所 大田井町宮平１２番地７

50 新野中央クラブ 金曜日 午後1時30分 新野公民館　２階集会室 新野町西馬場１８番地

85 オヤニラミ 木曜日 午後1時30分 新野西小学校 新野町友常１番地

80 福井すいれんサロン 水曜日 午前９時 高齢者交流センターやすらぎの家 福井町森２番地３

98 さくら 土曜日 午前９時 高齢者交流センターやすらぎの家 福井町森２番地３

椿地区 47 明神クラブ 土曜日 午前１０時３０分 椿公民館 椿町浜１４番地

26 いきいき健康クラブ 月曜日 午前10時 羽ノ浦西児童館 羽ノ浦町岩脇宮ノ下１１２番地

58 高田まごころクラブ 金曜日 午後１時３０分 羽ノ浦老人いこいの家 羽ノ浦町中庄高田原５６番地２

69 あすみが丘 月曜日 午前10時 あすみが丘第一集会所 羽ノ浦町岩脇奥ノ谷６番地２１４

76 なでしこ 火曜日 午後１時３０分 塚原集会所 羽ノ浦町中庄中須３番地２

77 ハッピー体操 土曜日 午前１０時 羽ノ浦集会所 羽ノ浦町宮倉羽ノ浦居内１３１番地１

81 浦川西ぽえむクラブ 水曜日 午前１０時 浦川西集会所 羽ノ浦町中庄羽ノ浦居内７番地５

94 那東百歳クラブ 土曜日 午後２時 羽ノ浦公民館　那東分館 羽ノ浦町中庄トキ内５９番地１

18 新町いけいけクラブ 火曜日 午後１時３０分 新町会館 那賀川町中島６００番地２

24 美里楽々クラブ 日曜日 午後１時 里集会所（若宮神社内） 那賀川町中島３８９番地

29 八幡100歳めざす会 月曜日 午前９時 八幡集会所（八幡神社内） 那賀川町八幡石川原３２番地

38 東町ひばり 水曜日 午後１時３０分 東町住吉神社集会所 那賀川町中島１４９０番地

40 達者でおろな会 水曜日 午前１０時 那賀川老人いこいの家 那賀川町苅屋３２５番地２

41 島尻いきいき百歳体操 土曜日 午後１時３０分 島尻地区集落構造改善センター 那賀川町島尻

49 手をつなごう会 水曜日 午前１０時 那賀川公民館　平島分館 那賀川町赤池３０７番地２

51 黒地北クラブ 日曜日 午前１０時 黒地文化センター 那賀川町黒地７１２番地１

53 若草クラブ 月曜日 午後１時３０分 那賀川老人いこいの家 那賀川町苅屋３２５番地２

56 苅屋元気でいこう会 木曜日 午後１時３０分 上苅屋蛭子神社（上苅屋公会堂） 那賀川町苅屋２２０番地

57 春日クラブ 土曜日 午後２時 北中島集会所 那賀川町北中島７５番地

78 江野島コスモスクラブ 水曜日 午前１０時 江野島集会所 那賀川町江野島１７３番地３

83 若葉会 水曜日 午後１時３０分 蛭子町コミュニティセンター 那賀川町中島６６９番地

87 元気いっぱい若松クラブ 木曜日 午前１０時 黒地公会堂 那賀川町黒地８５０番地

96 さくら会 木曜日 午前１０時 上福井公民館 那賀川町上福井橋本３１番地

伊島地区 42 ゆうすげクラブ 水曜日 午後1時30分 ふれあいセンター 伊島町瀬戸３９番地
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