
地区 番号 グループ名　 開催日 開始時刻 会場 所在地

2 学原サロン土の会 第２・第４土曜日 午前10時 学原町公民館 学原町前田１７番地３

56 出来町サロン 第１土曜日 午前9時 出来町会館 出来町２３番地

66 ラビット 第２・第４水曜日 午後１時３０分 白浜家納屋 地域共生推進課にお問い合わせください

70 サロンさわやかレモン 毎週火曜日 午前９時～ ひまわり会館 富岡町北通３３番地１

19 あななんサロンこよしフレンズ 第３木曜日 午後2時 宝田公民館 宝田町久保田９７番地１

44 三友なかよしサロン 第１月曜日 午後1時30分 三友集会場 宝田町

中野島地区 31 伊勢はん家（く） 毎月金曜日（月１回、不定期） 午後1時 伊勢はん家（く） 地域共生推進課にお問い合わせください

40 ディスコンサークル 毎週月曜日 午前9時30分 津乃峰総合センター 津乃峰町長浜４９４番地

68 はまゆう会 毎週水曜日 午後２時 南林会館（コミュニティ） 中林町南林４番地

桑野地区 49 すだち娘 毎週木曜日 午後1時30分 桑野公民館　山口分館 山口町森国１１８番地１

8 幸野サロン（休止中） 第２土曜日 午後1時 橘団地集会所 橘町幸野２４番地１

53 鵠茶話サロン 毎月1日 午後1時 橘公民館　鵠分館 橘町塩田８番地２

69 コスモス 毎週木曜日 午後1時 福田宅 橘町豊浜１９番地

大野地区 25 大野東部サロン 第１・第３土曜日 午前9時30分 大野公民館　下大野東部分館 下大野町柴根９１番地４

9 西方交流サロン 第１土曜日 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

64 明谷サロンの会 第２水曜日 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

43 サロンハナミズキ 第１金曜日 午前10時 吉井集会所 吉井町原７１番地４

51 楠根さくらサロン 毎月15日 午後2時 加茂谷公民館　楠根分館 楠根町奥山１０番地１

55 くまさんサロン（休止中） 第１火曜日 午後1時30分 熊谷町集会所 熊谷町定方５６番地

57 えびすサロン 毎月最終金曜日 午後2時 水井町集会所（蛭子神社） 水井町中野２５番地

65 たんぽぽ 第１・第３水曜日 午前９時 安富宅 地域共生推進課にお問い合わせください

4 新野東サロン 第１・第３木曜日 午後1時 新野東部土地改良センター 新野町名光８８番地

22 生谷いきいきサロン 第３土曜日 午後1時30分 生谷集会所 新野町生谷４０番地

23 広重ふれあい会 第３日曜日 午後1時30分 新野町広重集会所 新野町東谷

24 片山サロン 第１水曜日 午後1時30分 片山集会所 新野町助道１１８番地

30 大南桜サロン会 毎月１０日 午後1時 大南コミュニティセンター 新野町貞持６１番地１

37 重友いきいきサロン 毎月５日 午後1時30分 阿南市新野西重友センター 新野町大歳

73 皆んなで寄ろう、つながりサロン 毎週月曜日 午後1時 新野南地域コミュニティセンター 新野町貞持６１番地１

74 海老川サロン１００才かい 毎週木・金曜日 午後1時 海老川庵 新野町海老川３２１番地

78 岡花仲良しサロン 第１または第２木曜日 午前11時 岡花集会所（八坂神社） 新野町岡花

79 西光寺ふれあいサロン 第１月曜日 午後1時 西光寺集会所 新野町西光寺

5 たんぽぽサロン 第３土曜日 午後1時30分 長谷川集会所 福井町長谷川９２番地

16 動々原サロン 第３土曜日 午後1時 動々原公会堂 福井町吉谷１３６番地１

32 大原湊どんぐりサロン 第３金曜日 午前10時 大原集会所 福井町大原１２２番地３

33 たけのこサロン（休止中） 毎月最終金曜日 午後1時 大戸集会所 福井町大戸９０番地９

34 羽広、実用、吉谷モクレンサロン 毎月第１・２・３月曜日 午前9時 羽広、実用、吉谷集会所 福井町実用５６番地

35 高田、森、月見草サロン 毎週月曜日 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

36 すずらんサロン 第４日曜日 午後1時30分 椿地集会所 福井町色面５４番地１０

61 つばき幸の会 第３木曜日 午前9時 つばき会館 椿町浜１４番地

62 つばき健幸クラブ 第１土曜日 午後1時30分 つばき会館 椿町浜１４番地

75 キャメリア健康サロン 第２木曜日 午後2時 つばき会館 椿町浜１４番地

76 椿ヒマーズ 第１・第３金曜日
第２・第４金曜日

午後7時
午後1時30分 つばき会館 椿町浜１４番地

7 茶楽々クラブ 第２・第４金曜日 午後2時 情報文化センター 羽ノ浦町中庄上ナカレ１６番地３

10 第２木曜会 第２・第４木曜日 午前10時 中庄集会所 羽ノ浦町中庄宮ノ前１４番地２

27 きづなの会 第１・第３水曜日 午前10時 羽ノ浦農業研修センター 羽ノ浦町宮倉原ノ内１４番地

39 すみれ会 第３水曜日 午前10時 羽ノ浦公民館　古庄分館 羽ノ浦町古庄古野神１３番地５

50 ピーチクラブ 第１・第２・第３
土曜日 午後1時 羽ノ浦老人いこいの家 羽ノ浦町中庄高田原５６番地２

54 隣隣トレイン茶論 第２日曜日 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

59 もみじ会 第４木曜日 午前10時 羽ノ浦公民館　那東分館 羽ノ浦町中庄トキ内５９番地６

67 めざせ百歳’s 第１木曜日 午前10時 羽ノ浦公民館 羽ノ浦町宮倉大木３８番地４

77 古庄スキップサロン 第２土曜日 午後1時30分 古庄在所集会所 羽ノ浦町古庄宮ノ後７７番地

80 サロン桜通りの家 第4火曜日 午後2時 多田宅 地域共生推進課にお問い合わせください

15 色ケ島仲良しクラブ 第2・第４水曜日 午前9時30分 色ケ島コミュニティセンター 那賀川町色ヶ島民養１００番地２

21 あじさいグループ 第４土曜日 午前9時 手島公民館 那賀川町手島長宝地４番地１

41 古津サロンたんぽぽ 第４金曜日 午前10時 古津集会所（古津八幡神社内） 那賀川町古津１４１番地
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