
※掲載可とされた箇所のみ掲載しています。
通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所

1 1 山形市 ＮＰＯ法人ふれあいにこにこの丘　あがらっしゃい 借家 山形市小立三丁目８－３９－４

2 2 山形市 ＮＰＯ法人あい在宅福祉サービス　いきいき倶楽部 借家 山形市旅籠町一丁目１０－２３

3 3 山形市 ＮＰＯ法人山形わたげの会　わたげの家 借家 山形市上町１－９－１７

4 4 山形市 ＮＰＯ法人すみれ会　いきいきくらぶ花 借家 山形市あかねヶ丘二丁目１５－１０

5 1 米沢市 スマイル桑山 桑山第5公民館 米沢市万世町４４４２

6 2 米沢市 塩井第3寿会 坊中会館 米沢市塩井町塩野

7 3 米沢市 中央なでしこ会 米沢教会 米沢市中央2丁目４－１４

8 4 米沢市 サロン花はな サロン花はな 米沢市城南1丁目５－２

9 5 米沢市 ひまわり会 三沢公民館 米沢市大字三沢１１７５７

10 6 米沢市 にこにこ会 西部コミュニティセンター 米沢市直江町５－９

11 7 米沢市 ききょう会 成島集会所 米沢市広幡町成島１００２

12 8 米沢市 いきいき体操リフレッシュ 南原コミュニティセンター 米沢市南原猪苗代２９１０－２

13 9 米沢市 上郷100歳体操 上郷コミュニティセンター 米沢市川井３８６９

14 10 米沢市 いきいき100歳体操 愛宕コミュニティセンター 米沢市古志田町７６－３

15 11 米沢市 あうんの会 橋場団地公民館 米沢市通町4丁目１３－２１

16 12 米沢市 吹き矢サークル 西部コミュニティセンター 米沢市直江町５－９

17 13 米沢市 さわやかサロン　花沢 東部コミュニティセンター 米沢市花沢町１丁目２－３８－６

18 14 米沢市 杉の目 遠藤宅北側 米沢市杉の目町２９５９－２

19 15 米沢市 老友会 下新田公民館 米沢市大字下新田６５９

20 16 米沢市 片子元気会 片子3地区公民館 米沢市万世町片子２６２－１

21 17 米沢市 ふくふく会 カトリック教会 米沢市大町4丁目５－３７

22 18 米沢市 むつみ会 堤公民館 米沢市大字関根１４７８３－７

23 1 鶴岡市 サロン月曜会 大塚町公民館 鶴岡市大塚町20－11

24 2 鶴岡市 いきいき元気教室 西新斎町公民館 鶴岡市西新斎町20－4

25 3 鶴岡市 いきいき体操 湯野浜コミュニティセンター 鶴岡市湯野浜１丁目１-７

26 4 鶴岡市 中京田ゆとり会 中京田公民館 鶴岡市中京田38

27 5 鶴岡市 筋トレサークル粋々男塾 大山コミュニティセンター 鶴岡市友江町23－71

28 6 鶴岡市 かたつっつの会 はちもり 鶴岡市三瀬６４

29 7 鶴岡市 サロン朝暘 朝暘町公民館 鶴岡市朝暘町22－3

30 8 鶴岡市 金山しあわせ会 金山公民館 鶴岡市西目162－2

31 9 鶴岡市 はまゆりの会 由良コミュニティセンター 鶴岡市由良2丁目14－53

32 10 鶴岡市 広瀬地区 広瀬地区地域活動センター 鶴岡市羽黒町後田字下田元２３７

33 11 鶴岡市 ひまわりの会 下山添公民館 鶴岡市下山添字中通98

34 12 鶴岡市 松尾地区 松尾公民館 鶴岡市羽黒町前田元

35 13 鶴岡市 羽黒第4地区 第4地区地域活動センター 鶴岡市羽黒町上野新田字段之松6－2

36 14 鶴岡市 櫛引なり元気塾修了生 櫛引福祉センター 鶴岡市三千刈字藤掛1

37 15 鶴岡市 いきいき楽集 菱津公民館 鶴岡市菱津い27

38 16 鶴岡市 町屋 町屋公民館 鶴岡市羽黒町町屋村中20

令和元年度「住民主体の通いの場」「福祉型小さな拠点」の実施状況

実施曜日・時間

月～金・10時～16時

月～金・10時～12時、13時～15時

月～金・10時～15時

火/水・10時～14時
木・14時～16時

金・９時30分～11時30分

月・10時30分～11時30分

木・10時～11時30分

月・13時30分～14時30分

月・10時～11時

水・9時～10時

金・９時30分～11時

土・10時～11時30分

月/木・10時～11時30分

金・10時～15時

木・9時～11時

火・10時～12時

月・10時～12時

木・10時～11時30分

木・13時30分～15時

日・10時～11時30分

金・13時30分～15時

月・10時～11時30分

金・10時～11時

火・10時～11時

金・9時～10時

水・10時～11時

水・9時30分～11時30分

金・10時～11時

金・10時～11時30分

月・10時～11時30分

月・10時～11時30分

水・14時～15時30分

木・9時30分～11時

水・10時～11時30分

木・10時～11時30分

火・9時30分～11時

金・10時～11時30分

水・10時～11時30分

1



通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所 実施曜日・時間

39 17 鶴岡市 小波渡なり元気塾修了生 小波渡自治会館 鶴岡市小波渡53－1

40 18 鶴岡市 下小中老人クラブ 下小中公民館 鶴岡市下小中139－1

41 19 鶴岡市 楯川原健康体操の会 楯川原公民館 鶴岡市水沢50－2

42 20 鶴岡市 日南ホットラインよりみちクラブ よりみち 鶴岡市日吉町１１-４１

43 21 鶴岡市 中山地区サロン 中山地区コミュニティセンター 鶴岡市中山２４－２

44 22 鶴岡市 泉地区 泉地区活動センター 鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰11－1

45 23 鶴岡市 新形町町内会 新形町公民館 鶴岡市錦町6-58

46 24 鶴岡市 しだれ柳 中柳原公民館 鶴岡市友江35-2

47 25 鶴岡市 松並町町内会 松並公民館 鶴岡市下川36-545

48 26 鶴岡市 楪いきいき健康教室町内会 楪公民館 鶴岡市楪字早稲田88

49 27 鶴岡市 砂田町百歳体操クラブ 砂田町公民館 鶴岡市砂田町18－8－14

50 28 鶴岡市 大部町いきいき百歳体操教室 大部町公民館 鶴岡市大部町26-12

51 29 鶴岡市 大山南町いきいき百歳体操教室 大山南町皇太神社 鶴岡市大山１丁目39-7

52 30 鶴岡市 切添銀杏の会 切添会館 鶴岡市切添町12-24

53 31 鶴岡市 文下町内会 文下公民館 鶴岡市文下248-3

54 32 鶴岡市 くろせお茶の間サロン 黒瀬会館 鶴岡市羽黒町黒瀬字黒瀬113

55 33 鶴岡市 はぴふる 一幸会サテライトプラザ「かだれ」 鶴岡市陽光町9-20

56 34 鶴岡市 道形町町内会 道形公民館 鶴岡市道形町22-25

57 35 鶴岡市 湯野沢町内会 湯野沢公民館 鶴岡市湯野沢78-2

58 36 鶴岡市 １学区いきいき百歳クラブ 第一学区コミニュティ防災センター 鶴岡市文園町1-63

59 37 鶴岡市 いきいき百歳体操「月曜会」 木七町公民館 鶴岡市大山2丁目32-24

60 38 鶴岡市 ちわら住宅いきいき体操教室 茅原団地集会所 鶴岡市茅原38-12

61 39 鶴岡市 松原にこにこ元気クラブ 松原公民館 鶴岡市羽黒町手向字薬師沢56-419

62 40 鶴岡市 千原町内会 千原公民館 鶴岡市鷺畑字佐渡端77-1

63 41 鶴岡市 S・K・Dクラブ 下川代公民館 鶴岡市羽黒町川代字下川代280

64 42 鶴岡市 菅野代ミニデイサービス 菅野代公民館 鶴岡市菅野代字宮野下4-2

65 43 鶴岡市 由良男塾 由良コミュニティセンター 鶴岡市由良2丁目14－53

66 44 鶴岡市 三和いつまでも元気体操 三和町内会会館 鶴岡市三和字柳町

67 45 鶴岡市 添川老人クラブ 添川集落センター 鶴岡市添川字池苗代

68 46 鶴岡市 黒川下元気の会 黒川下地区交流と伝承の館 鶴岡市黒川字大杉

69 47 鶴岡市 余慶町町内会 余慶町集会所 鶴岡市余慶町6

70 48 鶴岡市 井岡月曜会 井岡公民館 鶴岡市井岡425-429

71 49 鶴岡市 長沼いきいき体操 長沼地区地域活動センター 鶴岡市長沼宮東25-1

72 50 鶴岡市 栄地区 栄コミュニティ防災センター 鶴岡市播磨字若松95-1

73 51 鶴岡市 藤島地区 藤島ふれあいセンター 鶴岡市藤島字古楯跡94-1

74 52 鶴岡市 関根地区 関根公民館 鶴岡市藤島関根字西田35

75 53 鶴岡市 下本町町内会 下本町会館 鶴岡市大山3丁目11-12

76 54 鶴岡市 ぼんぼ かたくり温泉ぼんぼ 鶴岡市熊出字東村157-3

77 55 鶴岡市 暮坪達者会 暮坪公民館 鶴岡市温海字暮坪27

78 56 鶴岡市 新海町町内会 新海町公民館 鶴岡市新海町16-6

79 57 鶴岡市 五十川地区 清流苑 鶴岡市五十川山之脇183-2

80 58 鶴岡市 なでしこ(PM) 中村整形外科医院元気館内 鶴岡市ほなみ町5-30

金・10時～11時30分

水・13時30分～15時

火・14時～15時30分

火・9時30分～11時

金・10時～11時30分

火・9時30分～11時

水・13時30分～15時

金・10時～11時30分

水・10時～11時30分

木・13時30分～15時

木・10時～11時30分

金・10時～11時30分

水・10時～11時30分

月・13時30分～15時

月・10時～11時30分

木・10時～11時30分

火・10時～11時30分

月・9時～11時30分

木・14時～15時30分

水・10時～11時30分

水・14時～15時30分

水・9時30分～11時

木・10時～11時30分

木・10時～11時30分

月・9時30分～11時

月・10時～11時

水・10時～11時30分

金・10時～11時30分

水・10時30分～12時

金・10時～11時30分

火・13時30分～15時

火・10時30分～12時

火・13時30分～15時

日・10時～11時30分

月・14時～15時30分

金・9時30分～11時

月・10時～11時30分

月・10時～11時30分

月・13時30分～15時

水・13時30分～15時

水・10時～11時30分

火・13時30分～15時
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通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所 実施曜日・時間

81 59 鶴岡市 湯田川ヘルスケアサークル 湯田川コミュニティセンター 鶴岡市藤沢174-1

82 60 鶴岡市 なでしこ(AM) 中村整形外科医院元気館内 鶴岡市ほなみ町5-30

83 61 鶴岡市 日吉東部町内会 第五学区コミュニティ防災センター 鶴岡市宝町18-77

84 62 鶴岡市 野中サロン 野中公民館 鶴岡市東岩本字野中83

85 63 鶴岡市 上本郷サロン 上本郷部落公民館 鶴岡市本郷字平沢下10

86 64 鶴岡市 砂川仲間づくりサロン 砂川公民館 鶴岡市砂川字谷地田15

87 65 鶴岡市 いきいき火曜会 田代公民館 鶴岡市田代字広瀬138

88 66 鶴岡市 布目サロン 布目公民館 鶴岡市布目27-2

89 67 鶴岡市 城山サロン 城山町公民館 鶴岡市大山3丁目45-2

90 68 鶴岡市 民田地区 民田公民館 鶴岡市民田16-1

91 69 鶴岡市 さくら会 鼠ヶ関自治公民館 鶴岡市鼠ヶ関丙150

92 70 鶴岡市 神明南サロン会 ケアホームなずな 鶴岡市神明町15-15

93 71 鶴岡市 手向地区 手向地区地域活動センター 鶴岡市手向字黒沢31-1

94 72 鶴岡市 生き生き会 鳥居町北公民館 鶴岡市鳥居町3-12

95 73 鶴岡市 矢引地区 矢引公民館 鶴岡市矢引157

96 74 鶴岡市 東堀越地区 東堀越公民館 鶴岡市東堀越字桔梗出40

97 75 鶴岡市 みどり町町内会 みどり町公民館 鶴岡市みどり町22-46

98 76 鶴岡市 上清水地区 上清水公民館 鶴岡市上清水354付近

99 77 鶴岡市 藤の花地区 藤の花集会所 鶴岡市藤の花2丁目22-62

100 78 鶴岡市 美咲町町内会 美咲町公民館 鶴岡市美咲町13-17

101 79 鶴岡市 下川尻町内会健康教室サロン 下川尻公民館 鶴岡市川尻字上ノ前33

102 80 鶴岡市 加茂地区 小規模多機能かも 鶴岡市加茂字加茂146

103 81 鶴岡市 宮田いきいきサロン　 宮田公民館 鶴岡市布目102-22

104 82 鶴岡市 サークルきずな 鶴岡Dada 鶴岡市本町1丁目7-45

105 83 鶴岡市 サークル筋しゃん 鶴岡Dada 鶴岡市本町1丁目7-45

106 84 鶴岡市 サークルいきいき 鶴岡Dada 鶴岡市本町1丁目7-45

107 85 鶴岡市 サークルきらめき 鶴岡Dada 鶴岡市本町1丁目7-45

108 86 鶴岡市 あすなろ 小真木原体育館 鶴岡市小真木原町2-1

109 87 鶴岡市 ヨガクラブ 女性センター 鶴岡市みどり町22-43

110 88 鶴岡市 ラージボール卓球YK会 温海林業センター 鶴岡市湯温海湯之里88

111 89 鶴岡市 かなり元気クラブ 温海ふれあいセンター 鶴岡市温海戊557-1

112 90 鶴岡市 かがやき 第六学区コミュニティセンター 鶴岡市みどり町22-28

113 91 鶴岡市 サークルこもれび 地域包括支援センターなえづ 鶴岡市ほなみ町3-1

114 92 鶴岡市 呼吸法と筋トレ 第一学区コミニュティ防災センター 鶴岡市文園町1-63

115 93 鶴岡市 白樺会 新形西公民館 鶴岡市新形町19-12

116 94 鶴岡市 ラージボール 湯田川コミュニティーセンター 鶴岡市藤沢戊174-1

117 95 鶴岡市 ちよさんの家 借家 鶴岡市大広字大木13

118 96 鶴岡市 東新斎町町内会 公民館 鶴岡市西新斎町1－11

119 97 鶴岡市 ふれあいハッピーの会羽黒支部　羽黒かがやき広場 老人福祉センター 鶴岡市羽黒町荒川字白山56－1

120 98 鶴岡市 木野俣自治会　福の里 集落センター 鶴岡市越沢甲45

121 99 鶴岡市 猫の手 老人福祉センター 鶴岡市三千刈字藤掛1

木・10時～11時30分

水・10時～11時30分

木・10時～11時30分

水・9時30分～11時

火・14時15分～15時45分

木・10時～11時30分

月・10時～11時30分

火・10時30分～12時

木・10時～11時30分

木・9時30分～11時

水・13時30分～15時

木・10時～11時30分

水・13時30分～15時

金・14時～15時30分

金・10時～11時30分

火・10時～11時30分

水・10時～11時30分

水・10時30分～12時

金・10時～11時30分

金・10時30分～12時

金・10時30分～12時30分

火・10時～12時

木・10時～12時

水・10時～12時

土・10時～11時30分

水・14時～15時30分

月・13時30分～15時

金・10時～11時30分

水・9時30分～11時

月・13時30分～15時30分

水・10時～12時

金・13時30分～15時30分

月・９時～11時
火・９時～16時

毎日
イベント適宜開催

火/金・９時30分～11時30分

月・13時30分～15時30分

水・13時～15時

毎週月・水・金
13時30分～15時

毎週火

火/金・14時(10時)～16時

月/金・10時～12時

3



通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所 実施曜日・時間

122 100 鶴岡市 NPO法人ぼらんたす　楽家 借家 鶴岡市陽光町10－36

123 101 鶴岡市 いきいきぼんぼの会 温泉施設 鶴岡市熊出字東村157－3

124 1 酒田市 Vivid琢成クラブ 琢成学区コミュニティ防災センター 酒田市北新町一丁目1番60号

125 2 酒田市 松陵いこいの場 松陵学区コミュニティ防災センター 酒田市光ヶ丘三丁目1-1

126 3 酒田市 笑顔つながる和かはま① 緑町自治会館 酒田市緑町2-45

127 4 酒田市 笑顔つながる和かはま② 新橋南自治会館 酒田市新橋４丁目13-9

128 5 酒田市 笑顔つながる和かはま③ 東大町１丁目自治会館 酒田市東大町１丁目48

129 6 酒田市 笑顔つながる和かはま④ 地域福祉センター 酒田市新橋二丁目１番地の１９

130 7 酒田市 笑顔つながる和かはま⑤ 若浜学区コミュニティ防災センター 酒田市若浜町1番48号

131 8 酒田市 むつみ会①カラオケ 新橋南自治会館 酒田市新橋４丁目13-9

132 9 酒田市 むつみ会②輪投げ 新橋南自治会館 酒田市新橋４丁目13-9

133 10 酒田市 卓球の会 東大町1丁目自治会館 酒田市東大町1丁目

134 11 酒田市 カラオケサロン(自治会) 東大町1丁目自治会館 酒田市東大町1丁目

135 12 酒田市 笑顔つながる和かはま⑥ こあら中央自治会館 酒田市こあら２丁目11-20

136 13 酒田市 駅東２丁目　自治会・睦会 駅東福祉会館 酒田市駅東２丁目17-24

137 14 酒田市 笑顔つながる和かはま⑦ 新橋中央自治会館 酒田市新橋２丁目16-11

138 15 酒田市 笑顔つながる和かはま⑧ 東町１丁目自治会館 酒田市東町１丁目3-12

139 16 酒田市 浜町２丁目自治会 浜町2丁目自治会館 酒田市相生町２丁目2-20

140 17 酒田市 浜田コミュニティ振興会 浜田学区コミュニティ防災センター 酒田市浜田一丁目１０番３号

141 18 酒田市 むつみ会 駅東福祉会館 酒田市駅東２丁目17-24

142 19 酒田市 あみあみ 地域福祉センター 酒田市新橋2丁目1番地の19

143 20 酒田市 大町南自治会 大町南自治会館 酒田市大町8-6

144 21 酒田市 港南コミュニティ振興会 港南コミュニティ防災センター 酒田市入船町3番15号

145 22 酒田市 まつばら元気倶楽部 松原コミセン 酒田市みずほ2丁目8-7

146 23 酒田市 泉寿会 泉里自治会館 酒田市東泉町３丁目10-5

147 24 酒田市 上安町自治会 上安町自治会館 酒田市上安町２丁目4-16

148 25 酒田市 北新橋1丁目自治会 北新橋１丁目自治会館 酒田市北新橋１丁目5-11

149 26 酒田市 ほほえみの会 サンシティ交流ひろば 酒田市曙町二丁目２６－１

150 27 酒田市 富士見・泉しゅみの会 サンシティ交流ひろば 酒田市曙町二丁目２６－１

151 28 酒田市 ゆたか豊寿会 泉学区コミュニティ防災センター 酒田市ゆたか２丁目2-11

152 29 酒田市 泉学区コミュニティ振興会 泉学区コミュニティ防災センター 酒田市ゆたか２丁目2-11

153 30 酒田市 富士見学区 サンシティ交流ひろば 酒田市曙町二丁目２６－１

154 31 酒田市 サンハイツ住民 サンハイツ 酒田市曙町二丁目

155 32 酒田市 東泉一丁目自治会 東泉一丁目自治会館 酒田市東泉町１丁目

156 33 酒田市 新橋1丁目自治会 新橋１丁目自治会館 酒田市新橋1丁目7-9

157 34 酒田市 北千・泉・西野 吉備神社 酒田市西野町

158 35 酒田市 上安町自治会（健康麻雀） 上安町自治会館 酒田市上安町２丁目4-16

159 36 酒田市 錦町５丁目サロン 錦町5丁目自治会館 酒田市錦町５丁目67-53

160 37 酒田市 浜中コミュニティ振興会 浜中農村研修センター 酒田市浜中字上村38７－３

161 38 酒田市 福岡自治会 福岡公民館 酒田市広野字福岡38

162 39 酒田市 新堀コミュニティ振興会 新堀コミュニティ防災センター 酒田市木川字アラコウヤ34

163 40 酒田市 あおい（４自治会協働） 地域密着型介護老人福祉施設あおい 酒田市緑ヶ丘２丁目16-1

月/火/水・10時～15時
他　随時

火/木・10時30分～14時30分

金・10時～

木・10時～

月・10時～

月/水/金・13時～

火・9時30分～

土・10時～

月・10時～

水・10時～

水・13時30分～

水・13時30分～

月・10時～

水・10時～

金・10時～

金・13時30分～

月・13時30分～

木・13時30分～

月/火・10時～

土・10時～

火・10時～

火・10時～

月・13時30分～

火・10時～

金・10時～

火/金・10時～

木・9時30分～

週１～２回

火・9時30分～

金・10時～

水・13時～15時

金・10時～

月・13時30分～

木・9時～

火・9時～

木・９時30分～

月・９時30分～

木・９時30分～

木・10時～

火・15時～

月・10時～

木・10時～

4



通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所 実施曜日・時間

164 41 酒田市 広岡新田（浜中）自治会 広岡公民館 酒田市広岡新田491

165 42 酒田市 錦町３丁目自治会 錦町３丁目自治会館 酒田市錦町3丁目

166 43 酒田市 広栄町・十五軒自治会 広栄町2丁目自治会館 酒田市広栄町２丁目

167 44 酒田市 下中村自治会 下中村自治会館 酒田市広野字下中村

168 45 酒田市 古民家　玉手箱 個人宅 酒田市黒森乙２１２－３

169 46 酒田市 うえだ元気サロン① 上田コミュニティ防災センター 酒田市上野曽根字上中割49番地

170 47 酒田市 うえだ元気サロン② 上田コミュニティ防災センター 酒田市上野曽根字上中割49番地

171 48 酒田市 もとたて2025プロジェクト 本楯コミュニティセンター 酒田市本楯字新田目87番地の1

172 49 酒田市 健幸にしあらせ① 西荒瀬コミュニティ防災センター 酒田市宮海字新林660番地

173 50 酒田市 健幸にしあらせ② 西荒瀬コミュニティ防災センター 酒田市宮海字新林660番地

174 51 酒田市 健幸にしあらせ③ 西荒瀬コミュニティ防災センター 酒田市宮海字新林660番地

175 52 酒田市 マイ夢の里プロジェクト 南遊佐コミュニティセンター 酒田市宮内字小楯62番地の1

176 53 酒田市 豊原サロン（本楯） 豊原公会堂 酒田市豊原字福升田58-3

177 54 酒田市 石屋サロン 個人宅 酒田市大豊田

178 55 酒田市 健康麻雀 西荒瀬コミュニティ防災センター 酒田市宮海字新林660番地

179 56 酒田市 星川シックス 快雲寺 酒田市大豊田字星川6

180 57 酒田市 西荒瀬コミュニティ振興会 西荒瀬コミュニティセンター 酒田市宮海字新林660番地

181 58 酒田市 つながる家 個人宅 酒田市本楯

182 59 酒田市 宮海サロン 宮海自治会館 酒田市宮海

183 60 酒田市 金生沢サロン 金生沢多目的生活共同施設 酒田市北沢鍋倉452-4

184 61 酒田市 生石サロン 生石公会堂 酒田市生石字登路田137

185 62 酒田市 大槻新田サロン 大槻新田公会堂 酒田市大槻新田字槻の下

186 63 酒田市 手蔵田サロン 手蔵田ふれあいセンター 酒田市手蔵田字蔵南17-1

187 64 酒田市 東平田健康塾 多目的交流センターあずま 酒田市関字向１２６－２

188 65 酒田市 横代サロン 横代構造改善センター 酒田市横代字千代桜

189 66 酒田市 矢流川サロン 矢流川構造改善センター 酒田市生石字矢口

190 67 酒田市 牧曽根自治会 八重櫻サービス付高齢者向け住宅 酒田市牧曽根字宮ノ越９２番地

191 68 酒田市 小牧サロン 小牧公民館 酒田市小牧字両興屋39-2

192 69 酒田市 関サロン 関公会堂 酒田市関字村の内

193 70 酒田市 大野新田自治会 大野新田公民館 酒田市大野新田字村南149

194 71 酒田市 新青渡自治会 新青渡自治会館 酒田市新青渡字村立35-3

195 72 酒田市 布目サロン 布目公会堂 酒田市古青渡字古青渡226

196 73 酒田市 上興野自治会 上興野自治会館 酒田市上興野字堰東

197 74 酒田市 土崎サロン 土崎公民館 酒田市土崎字屋敷添

198 75 酒田市 漆曽根１・２区自治会 漆曽根二区自治会館 酒田市漆曽根字腰廻34-10

199 76 酒田市 下勝保関自治会 勝保関下自治会館 酒田市勝保関字下割符61-70

200 77 酒田市 漆曽根3・4・5区自治会 北平田コミュニティセンター 酒田市漆曽根

201 78 酒田市 北境自治会 北境公会堂 酒田市北沢字新川作143-1

202 79 酒田市 大平自治会 大平公会堂 酒田市生石字上坂

203 80 酒田市 滝野沢自治会 滝野沢公会堂 酒田市生石字滝野沢

204 81 酒田市 観音寺一区自治会 観音寺一区集会所 酒田市観音寺字町150-3

205 82 酒田市 日向コミュニティ振興会 日向コミュニティセンター 酒田市上黒川字家ノ東19番地の2

金・10時～

火/金・1０時～16時

火・13時30分～

木・13時30分～

金・13時30分～

金・13時30分～

日・14時～

木・10時～

水・10時～

火・10時～

水・10時～

月・10時～15時

木・13時30分～16時

水・9時～

木・10時～

月・10時00分～

水・19時30分～

月・10時～

土・９時～

毎日

木・午後

金・９時～

火・10時～

金・９時30分～

木・10時～

火・10時～

木・13時30分～

月・10時～

火・10時～

月/水/金・10時～

水・10時～

月・９時30分～

日・10時～

金・10時～

水・10時～

火/水・10時～

月・９時～

木・10時～

木・10時～

火・10時～

火・10時～

月・10時～
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通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所 実施曜日・時間

206 83 酒田市 升田自治会 升田公民館 酒田市升田字東向16

207 84 酒田市 山添自治会（公会堂） 山添自治会館 酒田市下青沢字山添

208 85 酒田市 栄町自治会 栄町公会堂 酒田市観音寺字町後

209 86 酒田市 荒町（八幡） 荒町公民館 酒田市麓字新町

210 87 酒田市 荒瀬サロン 荒瀬自治会館 酒田市市条字荒瀬

211 88 酒田市 山根自治会 山根公会堂 酒田市麓字村ノ下30-1

212 89 酒田市 市条２区自治会 市条２区自治会館 酒田市市条字水上

213 90 酒田市 赤剥・泥沢自治会 赤剥公民館 酒田市赤剥字村腰

214 91 酒田市 岡島田自治会 岡島田自治会館 酒田市岡島田字北田

215 92 酒田市 福山自治会 福山公民館 酒田市福山字上山本

216 93 酒田市 芹田自治会 芹田公民館 酒田市芹田

217 94 酒田市 法連寺自治会 法連寺公会堂 酒田市法連寺

218 95 酒田市 臼ヶ沢自治会 臼ヶ沢公民館 酒田市臼ヶ沢字池田通93

219 96 酒田市 竹田自治会 竹田研修センター 酒田市竹田字下川原

220 97 酒田市 新屋敷自治会 松山城趾館 酒田市字新屋敷34

221 98 酒田市 山寺仲町自治会 仲町公会堂 酒田市山寺字宅地

222 99 酒田市 中ノ丁自治会 中ノ丁公会堂 酒田市山寺字宅地22-3

223 100 酒田市 横町自治会 山寺農事集会所 酒田市山寺字小出池ノ尻

224 101 酒田市 下茗ヶ沢自治会・食改 内郷コミニュティセンター 酒田市茗ヶ沢

225 102 酒田市 山寺自治会 山寺コミセン 酒田市初見沢１６５

226 103 酒田市 あかまつの会 里仁館 酒田市字新屋敷16

227 104 酒田市 里仁スポーツ 里仁館 酒田市字新屋敷16

228 105 酒田市 懐メロサロン 個人宅 酒田市内町

229 106 酒田市 荒町麻雀 あたご会館 酒田市荒町

230 107 酒田市 すずめの会 松嶺コミセン 酒田市字山田20-1

231 108 酒田市 健康増進教室 南平田コミュニティセンター 酒田市飛鳥字契約場80番地

232 109 酒田市 たざわ健康クラブ 田沢コミセン 酒田市田沢字道の外１０５

233 1 新庄市 新庄市社会福祉協議会 老人福祉センター 新庄市堀端町3-4

234 2 新庄市 新庄市体育協会 新庄市体育館 新庄市金沢3072-2

235 3 新庄市 上茶屋町町内会 上茶屋町公民館 新庄市中道町６-11

236 4 新庄市 千門町いこいの会 千門町公民館 新庄市千門町8-25

237 5 新庄市 鳥越なかよしサロン 鳥越公民館 新庄市大字鳥越2056-4

238 6 新庄市 グループホーム大手町 施設内ホール 新庄市大手町2-83

239 7 新庄市 鉄砲町いきいきクラブ 鉄砲町公民館 新庄市下田町１

240 8 新庄市 小泉サロン 小泉公民館 新庄市五日町1878

241 9 新庄市 サロン栄(さかえ) 栄町公民館 新庄市栄町8-7

242 1 寒河江市 六供町はつらつクラブ 六供町公民館 寒河江市八幡町７－２１

243 2 寒河江市 西根南部寿会健康教室 西根南部公民館 寒河江市中央2丁目５－２２

244 3 寒河江市 中河原泉会 中河原集落センター 寒河江市字中河原６１

木・13時30分～

水・10時～

月・10時～

水・10時～

火or水・10時～

水・13時30分～

月・９時30分～

火・10時～

水・10時～

金・９時30分～

日・10時～

金・10時～

水・10時～

水・10時～

月・10時～

火・金・13時30分～

月・10時～

火・9時～

水・9時～

金・10時～

火・10時～

金・10時～

水・10時～

金・10時～

木・9時30分～

木・10時～

水・13時30分～

毎 水・10時～11時  隔週でサロンとして実施

毎 火・10時～10時30分　隔週でサロンとして実施

毎 金・13時30分～14時　隔週でサロンとして実施

水・1０時～1２時

水・13時30分～15時30分
土・9時～11時

月・13時30分～

毎 月/木・10時～11時

毎 月/木・10時～11時

毎 水・10時～11時

毎 水・13時30分～14時　隔週でサロンとして実施

毎 火・13時30分～14時　隔週でサロンとして実施

毎 水・10時30分～11時

6



通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所 実施曜日・時間

245 4 寒河江市 高松ふれあい元気サロン 高松区公民館 寒河江市大字八鍬７８８－３

246 5 寒河江市 落衣ふれあい元気サロン 落衣公民館 寒河江市大字柴橋２４９８－１

247 6 寒河江市 末広町ふれあい元気サロン 末広町公民館 寒河江市末広町４－７－２４

248 7 寒河江市 麓町会 麓公民館 寒河江市大字白岩３７６－１

249 8 寒河江市 上町ふれあい元気サロン 上町公民館 寒河江市大字白岩３０９－１

250 9 寒河江市 若葉町いきいきクラブ 若葉町公民館 寒河江市若葉町９－９

251 10 寒河江市 幸生地区（幸生わらっぴの会） 幸生ふれあい友遊館 寒河江市大字幸生字ミナミ４７８－７

252 11 寒河江市 中町地区（なかまっち） 中町公民館 寒河江市大字白岩１７６－１

253 12 寒河江市 曙町地区（和の会） 曙町公民館 寒河江市大字島字島東１６７－１

254 13 寒河江市 元町地区（元町楽寿会） 元町公民館 寒河江市元町3丁目１１－３

255 14 寒河江市 下河原町会 下河原高齢者若者センター 寒河江市字下河原１０９－２３

256 15 寒河江市 慈恩寺地区 慈恩寺活性化センター 寒河江市大字慈恩寺字醍醐１１４７－２

257 16 寒河江市 田代地区 学びの里たっしょ 寒河江市大字田代370-1

258 17 寒河江市 南新町地区（サークル「オアシス」） 南新町公民館 寒河江市大字島字島南３２１－１３

259 18 寒河江市 日和田地区 日和田公民館 寒河江市大字日和田564

260 19 寒河江市 清助新田地区 清助新田集落センター 寒河江市大字清助新田４７

261 20 寒河江市 道生地区 道生集落センター 寒河江市字道生156-1

262 21 寒河江市 西根下河原地区（ビッグスマイル会） 下河原集落センター 寒河江市大字西根字長面１１

263 22 寒河江市 金谷地区 金谷構造改善センター 寒河江市大字柴橋1681-3

264 23 寒河江市 新町ふれあい元気サロン 新町公民館 寒河江市大字白岩字新町５６

265 24 寒河江市 上河原地区 上河原公民館 寒河江市字上河原１４５

266 1 上山市 どんぐりの木 貸家 上山市金生西一丁目６番４５号

267 1 長井市 楽ららながい会 商店 長井市栄町４番１７号

268 1 天童市 田麦野スリッパ卓球「すみれ会」 市立高原の里交流施設「ぽんぽこ」 天童市大字田麦野381

269 2 天童市 ＮＰＯ法人ふれあい天童　の～んびり茶の間 持家 天童市北久野本二丁目4-18

270 1 尾花沢市 ＮＰＯ法人尾花沢総合スポーツクラブ　カラダしゃきっとサロン 尾花沢市体育館 尾花沢市新町三丁目5番35号

271 1 南陽市 みんなの茶の間「ひなたぼっこ」 富樫邸 南陽市中ノ目１３７３番地

272 2 南陽市 みんなの茶の間「たばこやさん」 高橋たばこ店の店舗内 南陽市赤湯１０１３番地

273 3 南陽市 みんなの茶の間「げんき本舗」 十字屋文房具店の店舗内 南陽市宮内２４４２番地の２

274 4 南陽市 梨郷いきいき体操の会 梨郷公民館 南陽市竹原２８４１番地の１

275 5 南陽市 宮内健康サロン会 MIYAUCHI 2632 南陽市宮内２６３２番地

276 6 南陽市 宮内健康サロン会 MIYAUCHI 2632 南陽市宮内２６３２番地

277 7 南陽市 ５町内どなたでもお楽しみ会 琴平会館 南陽市宮内２１９０番地

278 8 南陽市 和泉町にこにこ笑会 和泉町会館 南陽市宮内３３６番地の６

279 9 南陽市 ほなみ荘 ほなみ荘 南陽市宮内３７５０番地の１（ほなみ荘）

280 10 南陽市 花工房 るーむ花 南陽市高梨４３０番地の１

281 1 山辺町 大寺健康エンジョイクラブ 大寺公民館 山辺町大字大寺175-1

282 2 山辺町 中支所の会 山辺町役場中支所 山辺町大字大蕨1146

283 3 山辺町 芦沢の会 芦沢公民館 山辺町大字山辺2084

284 4 山辺町 根際の会 根際中央公民館 山辺町大字根際765

285 5 山辺町 五宮の会 五宮公民館 山辺町大字根際424

月・13時30分～

月・10時～

火・1０時～

水・９時30分～

水・13時30分～

火・13時30分～

木・13時30分～

木・13時30分～

火/金・10時～

木・13時30分～

木・13時30分～

金・９時30分～

火・13時30分～

水・1０時～

月・13時30分

月～金・９時～１６時

火・10時～15時

水・９時～正午

火・14時０0分～

水・1０時～

水・13時30分～

水・13時30分～

木・10時～

木・10時～

月・13時30分～

水・19時30分～

水・10時～

火・10時～

日・10時～

金・10時～

月～金
10時～15時30分頃

月～金
10時～11時30分
14時～15時30分

月・10時～15時

火・10時～15時

月・10時～15時

水・13時30分～

木・10時～12時

土・13時～14時

木・14時～15時

水・13時30分～14時30分
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通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所 実施曜日・時間

286 1 中山町 あおばの会
中山町防災センター
ケアセンターとこしえ長崎　宿泊棟

中山町あおば２６
中山町あおば１６－１１

287 1 河北町 老人クラブ中島長生会 中島公民館 河北町西里字中島478-11

288 2 河北町 五区地区住民 五区公民館 河北町溝延字西小路498-3

289 3 河北町 天満地区住民 天満公民館 河北町西里字天満223-2

290 4 河北町 弥勒寺地区住民 弥勒寺公民館 河北町谷地庚987

291 5 河北町 栄町地区住民 栄町公民館 河北町谷地所岡1丁目3-9

292 6 河北町 ＮＰＯ法人ござぁーれ広場 空き家 河北町谷地甲97-3

293 7 河北町 実家の茶の間 河北すこやかふれあい交流センター 河北町西里667-11

294 8 河北町 茶の間　北星 旧北谷地保育所 河北町大字吉田字馬場422

295 1 西川町 西川ドリームクラブ 海味公民館 西川町大字海味1274-8

296 2 西川町 上間沢さわやかサロン 上間沢集会所 西川町大字間沢

297 3 西川町 綱取いきいきクラブ 綱取公民館 西川町大字綱取

298 1 朝日町 ぽかぽかサロン 開発センター 朝日町大字宮宿1115番地

299 1 大江町 月が丘区 月が丘公民館 大江町大字 小見500-55

300 2 大江町 上北山区 上北山公民館 大江町大字本郷丙27-2

301 3 大江町 若原せせらぎ会 若原コミュニティセンター 大江町大字原田11-11

302 4 大江町 あさづみ会 麻積水林館 大江町大字小見932

303 1 大石田町 有志(いきいき百歳体操) 「虹のプラザ」保健センター 大石田町緑町28番地

304 1 金山町 さわやかサロン やくし苑 金山町大字金山561

305 2 金山町 ＮＰＯ法人アピラ　金山町小さな拠点づくり 改善センター 金山町大字金山571 月・9時30分～12時

306 3 金山町 ＮＰＯ法人アピラ　もっとわかがえり会 町立金山診療所 金山町大字金山548-2 金・10時～12時

307 1 舟形町 幅　えびす会 幅コミュニティーセンター

308 2 舟形町 西堀老人クラブ山鳩会 西堀公民館

309 3 舟形町 介護予防いきいきサポーター 清流荘

310 4 舟形町 内山いきいき水曜会 内山集会所

311 5 舟形町 堀内長寿会 堀内公民館

312 6 舟形町 いきいき洲崎木曜会 洲崎公民館

313 7 舟形町 卓球クラブ 福寿野公民館

314 8 舟形町 いきいきハッピークラブ 堀内公民館

315 9 舟形町 真木野いきいき百歳体操会 真木野公民館

316 10 舟形町 長者原百歳体操がんばる会 長者原公民館

317 11 舟形町 長沢第３いきいき輝けサークル 生涯学習センター音楽室

318 12 舟形町 一の関スマイル・クラブ 一の関公民館

319 13 舟形町 たんぽぽの会 清流荘

320 14 舟形町 木友こぶし会 木友公民館

321 15 舟形町 長沢第１・２部落百歳体操有志の会 長沢公民館

322 16 舟形町 長尾町内会 長尾公民館

323 17 舟形町 大平にこにこクラブ 大平公民館

324 18 舟形町 沖の原健康クラブ 沖の原公民館 土・10時～

325 1 真室川町 みんなの茶の間「あべあべ」 借家 真室川町大字新町220-5

326 2 真室川町 うめっこ隊 町民体育館 真室川町大字新町945

木・9時30分～11時

木・9時30分～11時

金・9時30分～11時

火・13時30分～15時

月(不定期）・10時～11時30分

月～金・10時～16時

火・13時～16時
金・11時～15時

木・9時30分～10時30分

月9時30分～10時30分・木８時30分～９時30分

月・ 9時30分～10時30分

毎月6回～8回(基本週2回)
月曜日　他　10時～11時

水・10時～14時

月・９時30分～

火/金・9時～16時

金・10時～13時

月～日・随時

水・19時30分～21時(冬期間：13時～15時）

火・10時～12時

月・13時～14時

月 10時～16時

金・13時～

月/木・10時～

月/木・９時～

月/金・13時30分～

土・10時～

火/金・10時～

金・9時30分～

木・10時～

水・9時30分～

金・10時～

月/木・13時30分～

金・10時～15時  

火・金 9時30分～

木・13時30分～

木/日・10時～

金・13時30分～

月・9時～

金・10時～
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通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所 実施曜日・時間

327 3 真室川町 ふれあい会 及位地区総合施設 真室川町大字及位424-19

328 4 真室川町 ほのぼの教室 安楽地区総合施設 真室川町大字大沢837-6

329 1 大蔵村 すみれの会 清水公民館 大蔵村大字清水

330 1 戸沢村 勝地木曜会 勝地公民館 戸沢村大字角川1310-5

331 2 戸沢村 津谷艶サロン 津谷公民館 戸沢村大字津谷72-6

332 3 戸沢村 ＮＰＯ法人アピラ　みんなですっぺ！健康づくり 保健センター 戸沢村大字古口2664-1

333 4 戸沢村 NPO法人とざわスポーツクラブ 生涯学習センター 戸沢村大字神田3633

334 1 高畠町 悠々のんびり会 借家 高畠町大字高畠42-4

335 2 高畠町 二井宿わくわくプロジェクト 借家 高畠町大字二井宿2028

336 3 高畠町 茶の間”わらい” 上和田交流館 高畠町大字上和田72-2

337 4 高畠町 糠野目和楽茶の間 借家 高畠町大字福沢578-2

338 1 川西町 北区公民館 北区公民館 川西町大字上小松3564

339 2 川西町 平山家具店 平山家具店 川西町大字上小松3471

340 3 川西町 西区 西方公民館 西方公民館 川西町大字上小松3348-1

341 4 川西町 すずらん すずらん（スナック） 川西町大字中小松2812-1

342 5 川西町 茂木食堂　駅前 茂木食堂　 川西町大字上小松1644

343 6 川西町 川西診療所 川西診療所 川西町大字上小松2918-2

344 7 川西町 サンキューホール サンキューホール 川西町大字上小松2215-1

345 8 川西町 なでしこ 平谷地公民館 川西町大字上小松5095

346 9 川西町 しあわせ会 南新町公民館 川西町大字上小松2251

347 10 川西町 大塚地区交流センター 大塚地区交流センター 川西町大字大塚293

348 11 川西町 犬川地区交流センター 犬川地区交流センター 川西町大字小松614-2

349 12 川西町 時田交流館 時田交流館 川西町大字時田615-2

350 13 川西町 荒窪公民館 荒窪公民館 川西町大字時田325

351 14 川西町 中郡地区交流センター 中郡地区交流センター 川西町大字堀金1528

352 15 川西町 月曜サロン 四方山館 川西町大字玉庭6708-5

353 16 川西町 朴沢公民館 朴沢公民館 川西町大字朴沢1519-1

354 17 川西町 朴沢　長命会 朴沢公民館 川西町大字朴沢1519-1

355 18 川西町 中程公民館 中程公民館 川西町大字玉庭5121-3

356 19 川西町 東沢活性化センター 東沢活性化センター 川西町大字上奥田2525-2

357 20 川西町 吉島地区交流センター 吉島地区交流センター 川西町大字吉田5886-1

358 21 川西町 北方公民館 北方公民館 川西町大字吉田

359 22 川西町 ほほえみサロン 生きがい交流館 川西町大字上小松1133-4

360 23 川西町 あらまちサロン 旧北條文化堂 川西町大字上小松3438

361 24 川西町 個人　かとうホール 個人の施設 川西町大字西大塚1440

362 25 川西町 にぎわいの家 ござ～れ 川西町大字上小松1564

363 1 小国町 むつみカラオケ愛好会 老人福祉センター 小国町大字岩井沢604番地２ 月/第3水・12時30分～16時30分

364 2 小国町 シニアパソコンクラブ 老人福祉センター 小国町大字岩井沢604番地２

365 3 小国町 老福書道会 老人福祉センター 小国町大字岩井沢604番地2

366 4 小国町 碁楽会 老人福祉センター 小国町大字岩井沢604番地2

367 5 小国町 一歩会（将棋） 老人福祉センター 小国町大字岩井沢604番地2

金・10時～

木・9時30分～

水・AM

木・9時30分～15時

月・9時30分～

木・9時30分～

火・13時～

火・10時～

水・9時30分～

火・13時30分～

金・10時～14時

月・10時～

木・9時30分～11時30分

月～金・8時30分～17時15分

金・10時～15時

月・10時～14時

水（奇数月）木（偶数月）・10時～14時

水・10時～12時

火・9時～

火・13時30分～

金・9時～

金・10時～

火・14時～

月・10時～

金・9時30分～

木・10時～

土・13時30分～

火・9時30分～

月木金10時～16時

火・13時30分～15時

水・9時～12時

月/木・12時～16時

水・12時～16時

第2,4金　10時～15爾

月・9時30分～

木・10時～

木・9時30分～

金・10時～

月・10時～

水・9時30分～
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通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所 実施曜日・時間

368 6 小国町 長生会 会員宅 小国町大字岩井沢

369 1 白鷹町 下山 下山公民館 白鷹町大字下山371

370 2 白鷹町 中山 中山公民館 白鷹町大字中山1361-1

371 3 白鷹町 貝生 貝生公民館 白鷹町大字荒砥乙3172-28

372 4 白鷹町 ひのき ひのき 白鷹町大字菖蒲104-1

373 5 白鷹町 西横田尻 西田尻公民館 白鷹町大字横田尻5149-6

374 6 白鷹町 東横田尻 東横田尻歴史館 白鷹町大字横田尻1432-1

375 7 白鷹町 東高玉 東高玉集会施設 白鷹町大字高玉4703-2

376 8 白鷹町 西高玉 西高玉桜美館 白鷹町大字高玉3739番地の1

377 9 白鷹町 荒砥駅前サロン 荒砥駅前交流施設 白鷹町大字荒砥甲1296番地の1

378 10 白鷹町 仲町 仲町友愛館 白鷹町大字荒砥甲788番地の7

379 11 白鷹町 浅立（光穂センター） 光穂センター 白鷹町大字浅立

380 12 白鷹町 浅立（浅立公民館） 浅立公民館 白鷹町大字浅立5959

381 13 白鷹町 十王 山峡紅の里 白鷹町大字十王4068番地2

382 14 白鷹町 山口 山口公民館 白鷹町大字山口2512-3

383 15 白鷹町 杉沢 杉沢中央公民館 白鷹町大字畔藤1250-1

384 16 白鷹町 小山沢地区 東根コミュニティセンター 白鷹町大字畔藤6804番地

385 17 白鷹町 鮎貝赤坂サロン 遊和館 白鷹町大字鮎貝3984番地1

386 18 白鷹町 仲町パーク会 仲町友愛館 白鷹町大字荒砥甲788番地の7

387 19 白鷹町 新町 新町公民館 白鷹町大字荒砥甲946

388 20 白鷹町 黒鴨 黒鴨いきいきセンター 白鷹町大字黒鴨172番地2

389 21 白鷹町 高岡サロン 高岡集会施設 白鷹町大字高岡1372

390 22 白鷹町 仲町さくら会 仲町友愛館 白鷹町大字荒砥甲788番地の7

391 23 白鷹町 支えう地域づくり　なないろの会　つどいの場　にじ 借家 白鷹町大字鮎貝3,235 火/金・１0時～12時

392 24 白鷹町 支えう地域づくり　なないろの会　ほっと　しらたか 借家 白鷹町大字鮎貝3,235 月～金・９時～16時

393 25 白鷹町 ちょぼらの会 宅老所「ちょぼらの家」 白鷹町大字荒砥甲373-8

394 1 飯豊町 手ノ子町寿クラブ 西部地区公民館 飯豊町大字手ノ子2861-1

395 2 飯豊町 椿第一自治会 椿第一公民館 飯豊町大字椿1,575番地

396 3 飯豊町 ゆいの里たかみね 高峰多目的集会所 飯豊町大字高峰530番地の6

397 4 飯豊町 沖部落 沖公民館 飯豊町大字中11番地

398 5 飯豊町 ケアハウスめざみの里 ケアハウスめざみの里 飯豊町大字萩生3608番地1

399 6 飯豊町 中洞いきいきサロン 中洞公民館 飯豊町大字添川2,569番地の25

400 7 飯豊町 高野・寺分長生会 高野・寺分公民館 飯豊町大字萩生3,181番地の3

401 8 飯豊町 中ノ目南自治会 萩生東部公民館 飯豊町大字萩生625番地の6

402 9 飯豊町 ゆうゆう中津川 ひまわり館 飯豊町大字上原622

403 10 飯豊町 中郷部落 小白川公民館 飯豊町大字小白川3,246番地

404 11 飯豊町 深渕西・東地区 深渕公民館 飯豊町大字黒沢1,826番地の7

405 12 飯豊町 石原100まで生きよう会 石原公民館 飯豊町大字萩生1,451番地

406 13 飯豊町 中西部落 中西公民館 飯豊町大字中1,731番地

407 14 飯豊町 東山あけぼの会 東山公民館 飯豊町大字添川3,334番地の10

408 15 飯豊町 坪沼いきいきサロン 坪沼公民館 飯豊町大字黒沢154番地

水・9時30分～

水・13時30分～

木・13時30分～

金・10時～

金・9時30分～

金・9時30分～

月・13時～16時30分

水・10時～

金・13時30分～

火・9時30分～

木・9時30分～

木・9時30分～

土・13時30分～

金・9時30分～

水・9時30分～

水・10時～

月・9時30分～

木・9時30分～

水・9時30分～

火・９時～10時

木・9時30分～11時30分

木・9時30分～10時30分

金・10時～11時

木・11時～12時

月・13時30分～14時30分

水・10時～

木・13時30分～

木・9時30分～

火・9時30分～

お盆・正月は休業

土・10時～11時

火・10時～12時

水・10時～11時

木・16時～17時

木・9時30分～10時30分

木・10時～11時

火・14時～15時

水・10時～11時

水・13時30分～15時00分

10



通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所 実施曜日・時間

409 16 飯豊町 向原部落 向原公民館 飯豊町大字手ノ子603番地

410 17 飯豊町 中ノ目北 中ノ目北自治館 飯豊町大字萩生128番地の4

411 18 飯豊町 上代あ!!が～るクラブ 上代公民館 飯豊町大字添川115番地1

412 19 飯豊町 白椿地区公民館 白椿地区公民館 飯豊町大字椿1902番地4

413 20 飯豊町 松原いきいき会 松原公民館 飯豊町大字松原883番地の1

414 21 飯豊町 荻いきいきクラブ 荻公民館 飯豊町大字手ノ子108番地

415 22 飯豊町 辻いきいきサロン 辻公民館 飯豊町大字椿3,538番地3

416 23 飯豊町 岩倉部落 公民館 飯豊町大字岩倉1,017－2

417 24 飯豊町 沖百歳体操 公民館 飯豊町大字中11

418 25 飯豊町 いっぷぐあが家 借家 飯豊町大字萩生902－3

419 1 三川町 横山上 横山上集落研修センター 三川町大字横山字畑田363-2

420 2 三川町 堤野 堤野公民館 三川町大字堤野字堀田31-4

421 3 三川町 横川 横川公民館 三川町大字横川字家岸80

422 4 三川町 青山 青山公民館 三川町大字青山字筬元40-1

423 5 三川町 猪子町内会 猪子公民館 三川町大字猪子字旭谷地71-1

424 6 三川町 成田新田百歳体操クラブ 成田新田コミュニティセンター 三川町大字成田新田字内島野79

425 7 三川町 東沼 東沼公民館 三川町大字東沼字村岸30

426 8 三川町 すみよし すみよし構造改善センター 三川町大字善阿弥字宮野腰23-1

427 9 三川町 押切中町 押切中町公民館 三川町大字押切新田字街道表56

428 10 三川町 押切寿会（上町） 上町公民館 三川町大字押切新田字豊秋254

429 11 三川町 お楽しみ広場 医療生協三川診療所 三川町大字横山字袖東4-9

430 12 三川町 三本木百歳体操有志の会 三本木公民館 三川町大字横山字角地田84-1

431 13 三川町 竹原田 竹原田 集落センター 三川町大字竹原田字太刀内45

432 14 三川町 土橋 土橋多目的集会施設 三川町大字横山字土橋43-3

433 15 三川町 落合 落合公民館 三川町大字押切新田字足子１１６

434 16 三川町 押切下町百歳体操 押切下町公民館 三川町大字押切新田字前川原１９５

435 1 庄内町 喜久会 駅前公民館 庄内町余目字上朝丸162-7

436 2 庄内町 杉浦いきいきクラブ 杉浦公民館 庄内町杉浦字杉野1

437 3 庄内町 貢地目茶話会 貢地目公民館 庄内町狩川字薬師堂西38

438 4 庄内町 上朝丸わかもの体操クラブ 上朝丸公民館 庄内町余目字矢口100-1

439 5 庄内町 101健康クラブ 東一番町公民館 庄内町余目字大乗向60-8

440 6 庄内町 こいで葉サロン 小出新田公民館 庄内町小出新田字苧畑割34

441 7 庄内町 若葉会 興野公民館 庄内町余目字興野5

442 8 庄内町 吉方いきいきサロン 吉方公民館 庄内町吉方

443 9 庄内町 いけいけ体操 西袋公民館 庄内町西袋字村立67

444 10 庄内町 京島いきいきクラブ 京島公民館 庄内町京島字京田

445 11 庄内町 囲町老人クラブ 囲町公民館 庄内町狩川字阿古屋124

446 12 庄内町 ＡＴｅｍｐｏいきいき百歳体操 ＡＴempo 庄内町余目字沢田265

447 13 庄内町 コスモスしあわせ班 ふれあいホーム 庄内町清川字下川原29-1

448 14 庄内町 あやめ会 松岩寺 庄内町家根合字菖蒲島70

449 15 庄内町 100歳体操in古関 古関公民館 庄内町古関字古館4

450 16 庄内町 茶屋町亀鶴会 茶屋町公会堂 庄内町余目字沢田94

土・9時～10時

月・14時～15時

木・13時30分～14時30分

火・10時～12時

土・10時～11時

火/金・10時～11時

木・10時～11時

月・10時～11時

土・10時～11時

月・10時～11時

木・13時30分～14時30分

土・13時～14時

火・10時～11時

日・９時～10時

木・9時30分～11時

月・９時～12時

日・9時30分～１0時30分

日・14時30分～１5時30分

火・10時～

木・13時30分～

火・10時～

水・10時～

火・10時～11時

木・10時～11時

金・９時～10時

土・９時～10時

水・１3時30分～１4時30分

火・10時～11時

月・９時30分～

水・13時30分～

火・10時～

火・10時～

月・10時～

火・13時～

火・10時～

木・10時～

火・13時30分～

土・10時～

月・10時30分～

金・10時～

火・10時～11時

水・9時～10時

11



通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所 実施曜日・時間

451 17 庄内町 中堀野いきいきクラブ 中堀野公民館 庄内町堀野字中堀野56

452 18 庄内町 工藤沢 工藤沢公民館 庄内町科沢字真木坂47-8

453 19 庄内町 緑町ひまわりクラブ 余目第二公民館 庄内町払田字サビ40

454 20 庄内町 御殿町いきいき百歳体操おもと会 御殿町公民館 庄内町余目字町２１４

455 21 庄内町 健サロン 三ケ沢公民館 庄内町三ヶ沢字宮田９９

456 22 庄内町 庄内シニアサロン 借家 庄内町余目字上猿田３２

457 1 遊佐町 上蕨岡 大鳳館 遊佐町上蕨岡字丸森501

458 2 遊佐町 鹿野沢 鹿野沢公民館 遊佐町鹿野沢字家ノ平42-2

459 3 遊佐町 上長橋 上長橋公民館 遊佐町小原田字神子免1

460 4 遊佐町 上小松 上小松公民館 遊佐町小松字中小松16

461 5 遊佐町 石辻 石辻公民館 遊佐町豊岡字石辻78-2

462 6 遊佐町 三川 三川公民館 遊佐町豊岡字三川85

463 7 遊佐町 上大内 上大内公民館 遊佐町豊岡字大内16

464 8 遊佐町 藤井　いつも会 藤井公民館 遊佐町白井新田字千度石長根35

465 9 遊佐町 藤井　老友会 藤井公民館 遊佐町白井新田字千度石長根35

466 10 遊佐町 漆曽根 漆曽根公民館 遊佐町遊佐字上曽根田

467 11 遊佐町 七日町 七日町公民館 遊佐町遊佐字丸ノ内29-10

468 12 遊佐町 駅前一区 駅前一区公民館 遊佐町遊佐字舞鶴227-7

469 13 遊佐町 千本柳 千本柳公民館 遊佐町岩川字三千刈

470 14 遊佐町 大井 大井公民館 遊佐町庄泉字開元1

471 15 遊佐町 西谷地 西谷地公民館 遊佐町庄泉字西谷地53-4

472 16 遊佐町 増穂 増穂公民館 遊佐町増穂字前田51

473 17 遊佐町 江地 江地公民館 遊佐町江地字上屋敷田

474 18 遊佐町 出戸 出戸公民館 遊佐町江地字出戸

475 19 遊佐町 田地下 田地下公民館 遊佐町江地字出戸190-2

476 20 遊佐町 三宮田 宮田公民館 遊佐町宮田字福田

477 21 遊佐町 十里塚 十里塚公民館 遊佐町菅里字十里塚191-2

478 22 遊佐町 茂リ松 茂り松 遊佐町藤埼字日向田137

479 23 遊佐町 中藤崎 中藤崎公民館 遊佐町藤崎字一ノ坪8-2

480 24 遊佐町 白木 白木公民館 遊佐町比子字白木13-60

481 25 遊佐町 比子下モ山 比子下モ山公民館 遊佐町比子字下山36

482 26 遊佐町 富岡 富岡公民館 遊佐町富岡字大官免20

483 27 遊佐町 北目 北目公民館 遊佐町北目字楯ノ内23

484 28 遊佐町 下当上・下 下当公民館 遊佐町下当字福ノ中37

485 29 遊佐町 中山 中山公民館 遊佐町直世字尻地40-2

486 30 遊佐町 升川 升川公民館 遊佐町直世字洗沢130-1

487 31 遊佐町 南山 南山公民館 遊佐町菅里字菅野南山26-78

488 32 遊佐町 谷地上・下 谷地公民館 遊佐町北目字菅野谷地94

489 33 遊佐町 松山 松山公民館 遊佐町菅里字菅野359-1

490 34 遊佐町 高瀬まちづくりセンター 高瀬まちづくりセンター 遊佐町当山字上山崎17-4

491 35 遊佐町 女鹿 女鹿公民館 遊佐町吹浦字牛ノ掛24-2

492 36 遊佐町 横三 横三公民館 遊佐町吹浦字西楯68-3

火・９時30分～10時30分

木・10時～11時

金・10時～11時

水・９時～10時

水・９時～10時

月/木・9時30分～10時30分

木・10時～

木・10時～

木・10時～

金・10時～

水・９時30分～

木・10時～

月・13時30分～14時30分

木・９時～10時

月・13時～14時

木・10時～11時

火・19時30分～20時30分

日・10時～11時

火・14時～15時

火/日・10時～11時

火/金・13時30分～14時30分

日・10時～11時

火・９時30分～10時30分

木・９時30分～10時30分

金・９時30分～10時30分

木・９時～10時

月・９時～10時

水・13時～14時

火・９時30分～10時30分

金・10時～11時

火・９時～10時

日・10時～11時

水・10時～11時

火・10時～11時

木・10時～11時

木・９時～10時

月・14時～15時

木・13時30分～14時30分

木・10時～11時

月・９時～10時

水・10時～11時

木・10時～11時
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通し
番号

市町村
番号 市町村名 実施団体名 実施場所 住所 実施曜日・時間

493 37 遊佐町 布倉 吹浦まちづくりセンター 遊佐町吹浦字布倉10-1

494 38 遊佐町 宿四・五 宿四五公民館 遊佐町吹浦字堂屋89-4

495 39 遊佐町 西浜 西浜公民館 遊佐町吹浦字菅野304-45

496 40 遊佐町 きらめき 総合福祉センター 遊佐町遊佐田子1

497 41 遊佐町 総合福祉センター 総合福祉センター 遊佐町遊佐田子1

498 42 遊佐町 西遊佐地区まちづくりの会　まちせんカフェ 西遊佐まちづくりセンター 遊佐町藤崎字千代ノ藤2-2

火/水・10時～11時

火・９時30分～10時30分

火・９時30分～10時30分

木：９時30分～10時30分　13時30分～14時30分

金・９時30分～12時

月・９時～10時

13


