
2020年12月7日 現在

No. 地区 開催場所 開催頻度 開催日 開催時間 活動内容 参加対象 会費等 紹介

1 清川全域
ｺﾐｭﾆﾃｨ
ｶﾌｪ

はつらつ清川 清川支所 週１回 火曜日 9:30～ どなたでも 月200円

2 白山上 サロン 清流サロン
白山地区

老人軽作業所
月１回 8:30～13:30 区民等

3 白山上
老人

クラブ
白山上老人クラブ

白山地区
老人軽作業所

交通安全街頭活動、長寿弁当配布、美化活動、ｽ
ﾎﾟｰﾂ大会、研修会等

高齢者 年間1000円

4 伏野 サロン 伏野なかよし会
伏野生活

改善センター
月１回 10:00～12:30 区民等

5 伏野
老人

クラブ
伏野老人クラブ

伏野生活
改善センター

花植え作業、交通安全街頭活動、ｽﾎﾟｰﾂ大会、ｸﾞ
ﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会等

高齢者 年間1000円

6 宇田枝 サロン サロン宇田枝 宇田枝公民館 年８回 9:00～12:00 区民等

7 宇田枝 サロン 津留地区サロン
津留地区
農事研修所

年10回 10:00～13:00 区民等

8 宇田枝 サロン 宮迫サロン 宮迫公民館 年８回 9:30～12:00 区民等 休会中

9 宇田枝
老人

クラブ
宇田枝老人クラブ 宇田枝公民館

公民館・お宮清掃、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ磨き、健康増進懇親
研修、ｽﾎﾟｰﾂ大会等

高齢者 年間1000円

10 宇田枝 体操教室 元気な宇田枝 宇田枝公民館 週１回 火曜日 9:30～ 区民等

11 左右知
老人

クラブ
左右知老人クラブ

左右知
多目的集会所

県道缶拾い、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ磨き、天満社・公民館清
掃、しめ縄作り等

高齢者

12 平石 体操教室 平石であいの輪
柏野

集落センター
週１回 火曜日 9:30～ 区民等

13 六種 サロン 黒峰サロン 泉集落センター 区民等 休会中

14 六種
老人

クラブ
六種老人クラブ 泉集落センター

缶拾い、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ磨き、自主研修（人権・介護
等）、ｽﾎﾟｰﾂ交流等

高齢者 年間1500円

15 三玉 サロン 佐草友愛サロン 佐草公民館 年８回 区民等

16 三玉
老人

クラブ
三玉老人クラブ 佐草公民館

公民館清掃、笑顔生き生き会、交通安全、ｽﾎﾟｰﾂ
大会、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ等

高齢者 年間1500円

17 天神 サロン 徳部サロン
天神農業

研修センター
月１回 9:00～14:00 区民等

18 天神 サロン 横町いきいきサロン 六地蔵会館 月１回 9:00～12:30 区民等

19 天神
老人

クラブ
天神老人クラブ

天神地區水田農
業確立研究所

神社清掃、道路草刈、学習会、交通安全街頭活
動、市内行事参加等

高齢者 年間1000円

20 砂田 サロン 中市いきいきサロン 中市公民館 月１回 9:00～15:00 区民等

21 砂田 サロン 駅前さわやか倶楽部 駅前区公民館 月１回 最終金曜日 8:30～12:30 区民等

22 砂田 サロン 長畑サロン
天神農業

研修センター
月１回 9:00～12:00 区民等

23 砂田 サロン サロンことひら 下市公民館 月１回 9:30～12:30 区民等

24 砂田 サロン サロン桃の木
桃の木台
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

月１回 最終金曜日 8:30～13:30 区民等

25 砂田
老人

クラブ
砂田老人クラブ 中市公民館

白寿会(学習会他)、琴平社・忠霊塔清掃、街頭
指導、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ等

高齢者 年間1000円

26 雨堤 サロン クリンピーチ雨堤 雨堤公民館 月１回 9:00～12:00 区民等

【清川町】『通いの場・集いの場』

団　体　名

「コミュニティカフェ」「体操教室」に関するお問い合わせは、高齢者福祉課地域包括ケア推進係（0974-22-1001）まで、
「サロン」「老人クラブ」に関するお問い合わせは、社会福祉協議会清川支部（0974-35-3010）まで、お問い合わせください。
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27 雨堤
老人

クラブ
雨堤老人クラブ 雨堤公民館

日吉社参道等掃除、健康教室、ｽﾎﾟｰﾂ活動、研修
旅行、美化活動等

高齢者 年間1000円

28 臼尾 サロン 岩戸ふれあいサロン 岩戸公民館 月１回 8:30～13:00 区民等

29 臼尾
老人

クラブ
臼尾老人クラブ 岩戸公民館

鹿島神社清掃、日帰り研修旅行、交通安全街頭
活動、ｽﾎﾟｰﾂ大会等

高齢者 年間1000円

30 臼尾 体操教室 岩戸のびる会 岩戸公民館 週１回 月曜日 13:30～ 区民等

31 駅前
老人

クラブ
駅前老人クラブ 駅前区公民館

公民館・公園清掃、交通安全、ｽﾎﾟｰﾂ大会、研修
会、ｺﾞｷﾌﾞﾘ団子作り等

高齢者 年間1500円
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