
№ 単位クラブ名 会員 地区 支部 № 単位クラブ名 会員 地区 支部

1 大藤自然生会 18 北部 大　藤 31 上大之郷天寿会 55 南部 天　竜

2 恵美寿会 28 北部 大　藤 32 千手堂天寿会 22 南部 天　竜

3 大藤むつみ会 39 北部 大　藤 33 下長寿会 30 南部 長　野

4 藤友会 63 北部 大　藤 34 草崎北福寿会 35 南部 長　野

5 笠梅ころく会 19 北部 向　笠 35 草崎南福寿会 52 南部 長　野

6 向笠竹之内シニアクラブ 142 北部 向　笠 36 小島北福寿会 46 南部 長　野

7 岩井原さわやかクラブ 107 北部 向　笠 37 小島南福寿会 38 南部 長　野

8 東大久保知波の会 146 見付 見付東 38 浜友福寿会 35 南部 長　野

9 シニアクラブ富士見会 157 見付 見付東 39 前野福寿会 9 南部 長　野

10 クラブ城山 268 見付 見付東 40 西島くすの木クラブ 113 東部 田　原

11 住吉町寿クラブ 48 見付 見付東 41 八大シニアズクラブ 30 東部 田　原

12 東坂あたご会 41 見付 見付東 42 三ヶ野シニアクラブ兆寿会 78 東部 田　原

13 元天神町朗友会 56 見付 見付中 43 明ヶ島明朗会 70 東部 田　原

14 緑寿会 57 見付 見付中 44 明団シニアクラブ 59 東部 田　原

15 元宮町シニアクラブ 164 見付 見付中 45 東部台青空会 38 東部 田　原

16 新通町竜宮会 53 見付 見付中 46 新出・東脇寿会 59 東部 南御厨

17 一番町い組会 79 見付 見付西 47 和口寿会 58 東部 南御厨

18 幸町共生会 39 見付 見付西 48 大立野寿会 50 東部 南御厨

19 河原町平成クラブ 62 見付 見付西 49 東新町松寿会 45 東部 南御厨

20 加茂川通さつき会 71 見付 見付西 50 安久和会 50 東部 西　貝

21 梅寿会 45 見付 見付西 51 城之崎城和会 134 東部 西　貝

22 二之宮浅間養心会 8 中泉 中泉東 52 西貝上シニアクラブ 24 東部 西　貝

23 二之宮北シニアクラブ 27 中泉 中泉東 53 西貝中シニアクラブ 29 東部 西　貝

24 二之宮天狗会 49 中泉 中泉東 54 西貝南シニアクラブ 56 東部 西　貝

25 千寿会 56 中泉 中泉中 55 西之島シニアクラブ 65 東部 西　貝

26 久保町万年青会 53 中泉 中泉中 56 東貝塚老人クラブ 74 東部 御　厨

27 赤髯クラブ 38 中泉 中泉西 57 長江みさきクラブ 73 東部 御　厨

28 桜ヶ丘ときわ会 63 中泉 中泉西 58 坊中山椒会 60 東部 御　厨

29 西新町親和会 43 中泉 中泉西 59 鍬影悠々クラブ 130 東部 御　厨

30 北島天寿会 38 南部 天　竜 60 稗原老人クラブ 25 東部 御　厨

令和３年度　単位老人クラブ一覧
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令和３年度　単位老人クラブ一覧

61 新貝いきいき会 69 東部 御　厨 91 海老島楽寿会 23 竜洋 竜洋東

62 シニア港寿会 50 福田 福田東 92 高木親睦会 17 竜洋 竜洋北

63 福田南グループ 17 福田 福田東 93 松本松和会 14 竜洋 竜洋北

64 本町福寿会 55 福田 福田東 94 堀之内げんき会 42 竜洋 竜洋北

65 昭和クラブ 42 福田 福田西 95 シニア加茂円寿会 32 豊田 豊田北

66 新明クラブ 50 福田 福田西 96 松寿会第１ 68 豊田 豊田西

67 大原シニアクラブ 46 福田 福田西 97 松寿会第２ 37 豊田 豊田西

68 南島シニアクラブ 45 福田 福田西 98 青城ゆうクラブ 63 豊田 豊田南

69 豊浜中野いきいきクラブ第一 24 福田 豊　浜 99 青城あいクラブ 49 豊田 豊田南

70 豊浜中野いきいきクラブ第二 25 福田 豊　浜 100 ふれあいクラブ本郷 77 豊田 豊田南

71 豊浜中野いきいきクラブ第三 29 福田 豊　浜 101 上神増楽寿会 34 豊岡 豊岡南

72 大島上 34 福田 豊　浜 102 社山老人クラブ長寿会 36 豊岡 豊岡南

73 大島下 42 福田 豊　浜 103 平松常盤会 73 豊岡 豊岡南

74 雁代北シニアクラブ 68 福田 豊　浜 104 松木上松寿会 21 豊岡 豊岡南

75 雁代中シニアクラブ 35 福田 豊　浜 105 松之木島笑和会 32 豊岡 豊岡南

76 雁代南シニアクラブ 57 福田 豊　浜 106 三家シニアクラブ 38 豊岡 豊岡南

77 小島方一 45 福田 豊　浜 107 栗下倶楽部 69 豊岡 豊岡北

78 小島方二 46 福田 豊　浜 108 シニアクラブ本村豊寿会 35 豊岡 豊岡北

79 本町貴宿会 22 竜洋 竜洋西 109 合代島シニアクラブ明和会 38 豊岡 豊岡北

80 砂町みどり会 17 竜洋 竜洋西 110 新開秋葉会 49 豊岡 豊岡北

81 大当町老人クラブ 33 竜洋 竜洋西

82 東町さわやかクラブ 5 竜洋 竜洋西 １１０単位クラブ

83 白羽白寿会 55 竜洋 竜洋西

84 川袋川寿会 25 竜洋 竜洋西

85 野崎老人クラブ 35 竜洋 竜洋西

86 西堀友和会クラブ 53 竜洋 竜洋西

87 内名老人クラブ 6 竜洋 竜洋西

88 江口ことぶき会 21 竜洋 竜洋西

89 金洗栄寿クラブ 38 竜洋 竜洋西

90 飛平松長寿会 68 竜洋 竜洋東
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