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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 緒方全域
ｺﾐｭﾆﾃｨ
ｶﾌｪ

お元気広場-おがた 緒方支所 週１回 水曜日 9:30～ どなたでも 1回200円

2 小原 サロン 小原サロン
長谷川

林業センター
年10回 10:00～12:00 区民等

3 小原
老人
クラブ

小原老人クラブ
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付等、神社・集会場清掃、軽ｽﾎﾟｰﾂ、
防災訓練、研修旅行等

高齢者 年間1500円

4 栗生 サロン カワセミサロン 栗生公民館 月１回 14:00～16:00 区民等

5 上冬原 サロン すずらんサロン 上冬原公民館 月１回 9:00～13:00
血圧測定、体操、調理と会食、レク、チュー
リップの植え付け

区民等
持ち寄った材料で料理を作り、いつも４～５品の料理が出来、
皆でおしゃべりしながら楽しく会食しています。

6 上冬原 体操教室
上冬原すずらん

体操クラブ
上冬原公民館 週１回 金曜日 9:30～ 区民等

7 徳田 サロン 平ひらサロン
白揚記念館・
上緒方ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

年８回
土曜日または

日曜日
午前中 区民等

8 徳田 サロン いきがい塾 徳田公民館 年８回 11:30～14:00 区民等

9 開拓 サロン なかよし会サロン
中野・開拓

公民館
年数回 区民等

10 開拓
老人
クラブ

開拓老人クラブ
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付・掘取、市道草刈り、空缶回収、研
修旅行、ｽﾎﾟｰﾂ大会等

高齢者 年間2000円

11 中野 サロン 中野サロン
中野・開拓

公民館
月１回 10:00～14:00 区民等

12 中野
老人
クラブ

中野老人クラブ
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付等、豊明八幡社清掃、空缶拾い、花
壇美化、ｽﾎﾟｰﾂ大会等

高齢者 年間1000円

13 大石 サロン 樫の実サロン 大石公民館 年10回 第2水曜日 13:30～16:00 区民等

14 木野 サロン 木野サロン 木野公民館 年10回 午前中 区民等

15 下徳田 サロン 下徳田菜の花会 下徳田公民館 月１回
13:00～17:00
11:00～16:30

区民等

16 下徳田 サロン ひまわり会 下徳田公民館 年10回 9:00～11:30
健康体操、歌声、ゲーム遊び、講話、お茶会、
調理と会食、敬老会等行事

区民等
参加出来ることを喜びに、出会いを楽しみにしています。少し
でも長く、心身共に健康な体を維持していきたいです。

17 柚木 サロン しらゆりサロン 柚木公民館 月１回 9:00～11:00 区民等

18 柚木 グループ 絵手紙教室 柚木公民館 月１回 土曜日 午後
髙山先生を講師に開催しています。作品は市役
所や清川町の郵便局に掲示しています。

どなたでも 月500円 少人数ですが、楽しい時間を過ごしています。

19 上年野 サロン 長瀬サロン 上年野公民館 年数回 区民等

20 小宛 サロン 小宛あじさいサロン 小宛公民館 月１回 第3水曜日 9:30～12:00 区民等 年間2000円

21 小宛 体操教室 小田牧体操教室 小宛公民館 週１回 木曜日 9:00～ 区民等

22 寺原 サロン 寺原サロン 寺原公民館 年11回 9:00～12:00 区民等

23 草深野 サロン 草深野サロン 草深野公民館 月１回 午前中 区民等 お米持参

24 草深野 サロン 大久保サロン 大久保公民館 月１回 14:00～16:00 区民等 年間1000円

25 辻 サロン 辻サロン 辻公民館 月１回 9:00～12:00
健康体操、歌声、ﾚｸ・ｹﾞｰﾑ、講話、外出行事、
調理と会食、各行事に参加、ｺﾞｷﾌﾞﾘ団子作り

区民等 お米1合持参
「みんなとふれあい、健康寿命を延ばそう！」を目標に活動し
ています。

26 軸丸南 サロン 軸丸南サロン 軸丸南公民館 月１回 10:00～13:00 区民等

【緒方町】『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、社会福祉協議会緒方支部（0974-42-2349）まで、お問い合わせください。
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27 軸丸南
老人
クラブ

軸丸南老人クラブ
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付・掘取、氏神清掃、町道草切、資源
ゴミ回収、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ等

高齢者

28 軸丸北 サロン 軸丸北サロン 軸丸北公民館 月１回 火曜日 9:00～11:30 区民等

29 軸丸北
老人
クラブ

軸丸北老人クラブ
子ども農園ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付等、彼岸花やﾋﾏﾜﾘ管理、
敬老会、ｽﾎﾟｰﾂ大会等

高齢者 年間1500円

30 上自在 サロン 上自在サロン 上自在公民館 月１回
10:00～13:00
13:30～16:00

ゴキブリ団子作り、料理教室、レク、お月見
会、温泉旅行、絵画教室等。

区民等 年間1000円
明るく楽しく元気よく活動しています。「健康の維持」を目標
にしています。

31 上自在
老人
クラブ

上自在老人クラブ
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付・掘取、三宮神社清掃作業、町内行
事参加等

高齢者 年間1000円

32 下自在 サロン 下自在サロン 下自在公民館 月１回 8:00～13:00 区民等
1回100円

お米5尺持参

33 下自在
老人
クラブ

下自在老人クラブ
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付・掘取、自在社清掃、研修旅行、軽
ｽﾎﾟｰﾂ、ｽﾎﾟｰﾂ大会等

高齢者 年間1000円

34 馬場 サロン 学校通り高砂会 大塚・堀宅 月１回 10:00～14:00 区民等

35 馬場 サロン 馬場サロン 馬場公会堂 月１回 金曜日 9:00～13:00 区民等

36 馬場 サロン 松山サロン 馬場公会堂 月１回 金曜日 9:00～12:00 区民等

37 馬場 サロン パンジーサロン 馬場公会堂 月１回 9:30～11:30 区民等

38 馬場
老人
クラブ

馬場百働会
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付等、神社・公園・駅清掃、学習・研
修会、ｽﾎﾟｰﾂ大会等

高齢者 年間1000円

39 馬場 体操教室 さざんか美人クラブ 馬場公会堂 週１回 木曜日 13:30～ 区民等 休止中

40 井上 サロン 井上サロン 井上公民館 月１回 第３金曜日 9:30～13:00 区民等 年間1000円

41 井上
老人
クラブ

井上老人クラブ
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付等、公民館等清掃、盆踊り参加、
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ｽﾎﾟｰﾂ大会等

高齢者 年間2000円

42 井上 グループ
井上ゲートボールクラ

ブ
井上ゲートボー

ル場
週２回 月・木曜日 9：00～12：00

ゲートボールの練習
各種大会への参加

どなたでも 協会参加料

43 野尻 サロン すみれ会サロン 野尻公民館 月１回 第4金曜日 9：00～12：00 区民等

44 野尻
老人
クラブ

野尻福寿会
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付等、公民館等清掃、研修旅行、ｽﾏｲﾙ
ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ、ｽﾎﾟｰﾂ大会等

高齢者 年間2000円

45 野尻
ボラン
ティア

のびるの会 野尻公民館 月１回 日曜日 16：00～
地区内のごみ・缶拾い。のびる園の草取り作
業。チューリップの植え付け掘り取り作業

区民
会員と作業を通して楽しく活動しています。作業の後のお茶会
も一段と楽しいです。時には、お弁当をとり会食もします。

46 野尻 グループ 絵手紙教室 野尻公民館 月１回 第3日曜日 午後
髙山先生を講師に開催しています。作品は市役
所や清川町の郵便局に掲示しています。

区民 月500円 会員も減少しましたが、楽しい時間を過ごしています。

47 越生 サロン 大渡サロン 越生公民館 月１回 10:00～12:30 区民等

48 越生
老人
クラブ

越生老人クラブ
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付等、瑞光庵・公民館清掃、草刈、研
修旅行、ｽﾎﾟｰﾂ大会等

高齢者 年間2000円

49 越生 体操教室 陽だまりクラブ越生 越生公民館 週１回 金曜日 10:00～ 区民等

50 原尻
老人
クラブ

原尻老人クラブ
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付等、二宮神社清掃、研修旅行、盆踊
り参加、ｽﾎﾟｰﾂ大会等

高齢者 年間1000円

51 原尻 体操教室 お元気広場はらじり 原尻公民館 週１回 水曜日 10:00～ 区民等

52 久土知 サロン 宮園サロン 久土知公民館 月１回 9:30～15:00 区民等

53 久土知 サロン あらひらサロン 久土知公民館 年11回 9:00～15:00 区民等

54 小野 サロン 小野サロン 小野公民館 年９回 9:00～
健康体操、カラオケ、スマイルボーリング、外
出行事等

区民等
小野サロンは男性の参加が多い事です。目標は健康で長生きを
モットーにしています。

55 小野
老人
クラブ

小野老人クラブ
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ植付等、要神社清掃、花壇美化運動、研
修旅行、ｽﾎﾟｰﾂ大会等

高齢者 年間1000円
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56 知田 サロン 知田サロン 知田公民館 月１回 木曜日 10:00～13:00 区民等

57 知田 体操教室 知田体操教室 知田公民館 月１回 第2木曜日 10:00～12：00 健康体操・茶話会 区民等 年齢に負けないで、元気に体を動かしています。

58 大化 サロン 大化サロン 大化公民館 月１回 日曜日 11:00～15:00 区民等

59 天神 サロン 天神サロン 天神公民館 月１回 第３水曜日 10:00～13:00
体操、脳ﾄﾚ、ﾚｸ、調理と会食。地区内のゴミ拾
いを兼ね歩く。年１回久住でｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ。

区民等 年間1000円
年１回の道路美化作業は続けている。「死ぬまで元気でいた
い。寝たきりにならない！」を目標に活動しています。

60 馬背畑 サロン なかまサロン 中馬公民館 月１回 10:00～13:00 区民等 お米5尺持参

61 馬背畑 サロン 下馬背畑サロン 下馬公民館 年10回 10:00～13:00 区民等

62 平石 サロン 平石サロン 平石公民館 月１回 9:00～15:00 区民等
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