
№ 名　　称 開 催 場 所 開 催 日 会員人数 設置年月日 地区

1 ゆうゆうサロン浜宿 浜宿公民館 第２金曜日 １４名 １３年　４月 大網

2 なかよしサロン 柿餅公民館 第２水曜日 １２名 １３年　７月 増穂

3 三南コスモスの会 老人福祉センターコスモス荘 第３金曜日 １６名 １４年　５月 白里

4 ４区なかよし会 汐浜公民館 第４日曜日 １０名 １４年　５月 白里

5 木崎楽しみサロン 木崎公民館 第１月曜日 １６名 １４年１０月 増穂

6 三北の会 老人福祉センターコスモス荘 第１土曜日 １５名 １５年　３月 白里

7 愛敬の会 老人福祉センターコスモス荘 第１金曜日 １５名 １５年　４月 白里

8 いきいき堀川 堀川九十九里休憩センター 第３月曜日 １２名 １７年　３月 白里

9 向日葵サロン 上谷新田青年館 第３金曜日 １９名 １８年　９月 増穂

10 池田青葉会 池田公民館 不　定 ３１名 １９年　６月 山辺

11 南玉清和会 南玉公民館・南玉不動尊清岸寺 第３金曜日・２８日 ２4名 １９年　７月 山辺

12 大竹ときわ会 大竹公民館 不　定 １４名 ２０年　９月 山辺

13 星谷いきいきサロン 星谷公民館 第４木曜日 １４名 ２１年　４月 増穂

14 いきいきサロン若葉 若葉区コミュニティ会館 第３木曜日 １７名 ２１年　５月 白里

15 みやこ野ふれあいサロン みやこ野２丁目自治会館 第４水曜日 ２７名 ２２年　７月 瑞穂

16 北横川サロン 北横川公民館 第３日曜日 １２名 ２３年　４月 増穂

17 れんげ 正則学園研修所 第４火曜日 ２４名 ２３年　６月 白里

18 宮ノ下あがた会 金谷４区公民館 毎月１２日 ２３名 ２３年　６月 山辺

19 金谷２区青葉会 金谷２区公民館 不　定 １７名 ２３年　６月 山辺

20 ふれあいサロン ながた野 ながた野２丁目自治会館 第４水曜日 ２6名 ２３年　７月 瑞穂

21 大あみハイツサロン 悠遊 大あみハイツB棟集会室 第３金曜日 ３１名 ２４年１０月 瑞穂

22 いきいきサロン堀畑 堀畑公民館 第３日曜日 １５名 ２５年１１月 大網

23 サロン若汐 会　員　宅 第３金曜日 １４名 ２６年　２月 白里

24 九北いきいきサロン 九北公民館 第３日曜日 ２７名 ２６年　３月 大網

25 いきいきサロンみのり 会　員　宅 第３日曜日 9名 ２６年　３月 白里

26 みんなげんき会 季美の森南３・５丁目自治会館 第３金曜日 ５８名 ２６年　３月 山辺

27 いきいきサロン福田 福田公民館 第２土曜日 １２名 ２６年　３月 大網

28 笹塚いきいきサロン 新宿公民館 第４金曜日 ３0名 ２６年　４月 大網

29 いきいきサロンみずほ東 みずほ台東１丁目自治会館 第３木曜日 ２５名 ２６年　７月 瑞穂

30 ふれあいサロンみずほ台２ みずほ台２丁目自治会館 第３木曜日 ３３名 ２７年　３月 瑞穂

31 しあわせサロン 南飯塚公民館 第３火曜日 １０名 ２７年　４月 増穂

32 金谷３区ふれあいサロン 金谷３区公民館・農村ふれあいセンター 第４日曜日 １８名 ２７年　９月 山辺

33 さくらサロン 新宿公民館 第３月曜日 １８名 ２８年　３月 大網

34 八日会 金谷５区公民館 毎月８日 １３名 ２９年　３月 山辺

35 竹馬会 餅木公民館 第２・４火曜日 １１名 ２９年　７月 山辺
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36 いきいきサロン竹之下 竹之下公民館 第４日曜日 １７名 ３０年　２月 大網

37 いきいきサロン新地 新地公民館 第２土曜日 ７名 ３０年　３月 白里

38 いきいきサロン内谷 内谷公民館 第３月曜日 １４名 ３０年　５月 大網

39 ゆうあいサロン山辺 金谷１区公民館 第４日曜日 ２３名 ３１年　３月 山辺

40 ふれあいサロンあじさい 金谷１０区公民館 第３土曜日 ２８名 　１年　６月 山辺

41 本宿山中サロン 大網2区公民館 第４土曜日 １４名 　２年　３月 大網

42 柳橋サロン 山田ガーデン 毎月２０日 １５名 　４年　５月 増穂

43 いきいきサロンみどりが丘 楽学ハウスそよかぜ 第１火曜日 １４名 　４年１０月 大網

地　　区 設置数

山　辺 11

増　穂 7

大　網 10

瑞　穂 5

白　里 10

合　計 43
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