
地区 № 地　　域 サロン名 主な開催場所 実施回数

1 下唐川（馬場） 馬場なでしこサロン 馬場集会所 10

2 大平上（大南） 大南小手谷ふれあいサロン 大南小手谷集会所 6

3 大平上（四ツ松） 四ツ葉いきいきサロン 四ツ松集会所 5

4 大平上（武領） たんぽぽ会 武領集会所 5

5 大平上（大地蔵） いきいきわくわくサロン 大地蔵集会所 5

6 大平上（石原） 石原なかよしサロン 石原集会所 6

7 大平下（片山） ひなたぼっこの会 片山集会所 10

8 大平下（曽根） ふれあい曽根 曽根集会所 11

9 三秋（上組・下組） 三秋ふれあいサロン 三秋集会所 10

10 中村（上組・下組） 中村ふれあいサロン 中村集会所 10

11 森（上山・本村・上組・下組） 森ふれあいサロン 森集会所 10

12 尾崎（本村） 尾崎サロン「なのはな」 尾崎本村集会所 7

13 尾崎（宮下） ふれあいサロン幸寿会 尾崎浜集会所 10

14 尾崎（浜） 五色姫の会 尾崎浜集会所 10

15 尾崎（尾崎住宅） 尾崎住宅コスモスサロン 尾崎浜集会所 11

16 市場（北組・南組） いちば いきいきサロン 市場集会所 7

17 稲荷（本村） 稲荷西いきいきサロン 稲荷西集会所 10

18 稲荷（港南団地） 港南団地なごみの会 港南団地集会所 11

19 湊町（湊町１・2丁目） 湊町たんぽぽ さざなみ館 12

20 湊町（南北新町） サロン南北新町 湊町大師堂 7

21 米湊（本郷上・西・七反） ふれあい本郷 本郷集会所 10

22 米湊（本郷中・下） リバーサイドサロン 本郷集会所 7

23 米湊（西野３部） 西野スマイルクラブ 米湊聖集会所 10

24 米湊（桜町・栄町・仲之町） 友輪会いきいきサロン 米湊B集会所 7

25 上吾川（十合） 十合美月会 十合集会所 10

26 上吾川（宮の前） 宮の前活々サロン 宮ノ前集会所 10

27 上吾川（市ノ坪） 市ノ坪ふれあいサロン 市ノ坪集会所 10

28 上吾川（松本）　 サロンまつもと 松本公民館 9

29 下吾川（北新川） おひま会 いきいきサロン 北新川集会所 12

30 下吾川（中新川） ニューリバーいきいきサロン 新川集会所 12

31 下吾川（東新川・新川団地） いきいきサロン新川 新川集会所 12

32 下吾川（北新川） スマイルサロン 北新川集会所 11

33 下吾川（新川団地） 自由人倶楽部ふれあいいきいきサロン 新川集会所 5

34 下吾川（鳥ノ木）　　　　 元気サロンとりのき 鳥ノ木東集会所 12

35 下吾川（鳥ノ木） ひいらぎの家 東山自宅 8
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36 宮下（音地） いきいき音地サロン 宮下音地集会所 11

37 宮下（新屋敷） 新屋敷いきいきサロン 新屋敷集会所 10

38 宮下（南組） 宮下ミナミいきいきサロン 宮下南集会所 10

39 宮下（北組） 伊曽能いきいきサロン 北組集会所 6

40 上野（松本） 松本なかよしサロン 松本集会所 8

41 上野（下郷） 下郷いきいきサロン 下郷集会所 6

42 上三谷（旗屋） 旗屋なごみの会 旗屋公民館 10

43 上三谷（平松） サロン平松 平松集会所 10

44 上三谷（客） サロンさつき会 客組集会所 6

45 上三谷（大替地） しらさぎ会 大替地公民館 10

46 八倉（八倉）　 やくらいきいきサロン 八倉中央集会所 12

47 長沢（上長沢・下長沢・長沢団地） ふれあいわかば会 上長沢集会所 6

48 泉町（泉町１） 泉町１ふれあいの会 泉町１集会所 5

49 泉町（泉町２） 泉わくわくサロン 米田氏宅 10

50 中山（福元） ふれあいさくら会 福元集会所 10

51 永木（永木） 永木ニコニコ会 永木集会所 5

52 永木（福住） さわやか福寿会 福住集会所 5

53 永木（梅原） うめはらサロン 梅原集会所 6

54 野中（野中） ふれあいいきいきクラブ 下野中集会所・野中中集会所 6

55 野中（影之浦） れんげ草 影之浦集会所 12

56 佐礼谷（坪之内） はいたかさん 坪ノ内集会所 7

57 佐礼谷（犬寄） ふれあいはなもも会 犬寄集会所 5

58 佐礼谷（源氏）　 サロンひだまり 源氏集会所 6

59 上灘（小網） 青空会 小網公民館 10

60 上灘（小網） 小網仲良し会 小網公民館 12

61 上灘（小網） 日の出会 小網集会所 10

62 上灘（灘町） あみあみ会 憩いの家 10

63 上灘（灘町） さくら 憩いの家 11

64 上灘（灘町） 由並愛歌会 憩いの家 10

65 上灘（灘町）　　 サロンなかよし 上灘集会所 12

66 　翠（高見） 双髙会 高見集会所 10

67 高岸（城の鼻） 城の花いきいきサロン 本郷公民館 10

68 高岸（唐崎） 健康教室 双葉集会所 11

69 大久保（日喰） 道玄寺友の会 道玄寺 11
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