
№ 趣味クラブ名 地区 活動場所 活動日時 備考

1 恵美寿会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌクラブ 北部 大藤交流センター、グラウンド
週2　火・金
9:00～11:30

グラウンドゴルフ

2 向笠トンボｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 北部 向笠サンポス運動場
週2　月・金
9:00～11:00

グラウンドゴルフ

3 さわやか体操クラブ 北部 岩井原公会堂
月2　火
9:30～11:00

レクリエーションダンス

4 ボッチャクラブ 北部 向笠竹之内公会堂
月1回　第2火
10：00～14:00

ボッチャ

5 岩井原ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 北部 岩井原公会堂敷地内の広場（グランド）
週２回（木・日）
13:00～15:00

グラウンドゴルフ

6 大藤むつみ会ゴルフクラブ 北部 大藤交流センターグランド
週1　月
9:00～11:00

グラウンドゴルフ

7 大藤さつき会 北部 大藤交流センター
月1　第1水
9:00～12：00

折り紙

8 東大久保知波の会歌唱クラブ 見付 東大久保公会堂
月2 第2火13:00～15:00
　　第４火9:00～11:00

歌唱

9
東大久保知波の会ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸ
ﾗﾌﾞ

見付 東大久保運動場、稗原グラウンド
週1　木
8:30～12:00

グラウンドゴルフ

10
東大久保知波の会健康表現体操
なの花クラブ

見付 東大久保公会堂
月2　月
9:30～11:30

健康表現体操

11 東大久保知波の会将棋クラブ 見付 東大久保公会堂
月2　第1・3土
9:00～11：00

将棋

12
東大久保ストレッチ体操クラブ
なでしこ

見付 東大久保公会堂
月2　火
9:30～10:40

ラジオ体操、みんなの体操、オリジナル体操

13 東大久保知波の会ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 見付 東大久保公会堂
月2　金
9:00～11:00

フォークダンス

14 東大久保知波の会花クラブ 見付 西貝塚公園
月2　第1・4水
9:00～11:00

花壇整備

15 東大久保知波の会吹き矢クラブ 見付 東大久保公会堂
月2 第1･3金
9:00～11:00

吹き矢

16
東大久保知波の会健康麻雀クラ
ブ

見付 東大久保公会堂
週1　 火
9:00～12:00

麻雀

17 東大久保筆の会 見付 東大久保公会堂
月2　第2・4水
13:30～15:30

毛筆にて書を楽しむ

18 富士見グラウンドゴルフクラブ 見付 富士見町経塚公園
週1　土
13:00～15:30

グラウンドゴルフ

19 いきいきホット会 見付 富士見町会館
月1　第4火
11:00～15:00

写真

20 富士見木曜クラブ 見付 富士見町経塚公園
週1　木
9:30～11:00

ペタンク

21 ひばり会 見付 富士見町会館
月2　第2,4火
14:15～15:30

フォークダンス

22 吹き矢クラブ富士見 見付 富士見町会館
月2　金
13:00～15:00

吹き矢

23 富士見町囲碁クラブ 見付 富士見町観音堂
週2　水･金
13:00～17:00

囲碁

24 住吉町寿クラブうたし会 見付 住吉町公会堂広場
週1　水
13:30～15:30

グラウンドゴルフ

25 住吉町寿ｸﾗﾌﾞｶﾗｵｹ愛好会 見付 住吉町公会堂
月3回　木
13:00～16：00

カラオケ

26 住吉町寿ｸﾗﾌﾞﾍﾟﾀﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ 見付 住吉町公会堂　大広間
月2　第2･4火
9:30～11:00

ペタボード

27 住吉町寿クラブピンポンクラブ 見付 住吉町公会堂
月2　第1･3金
9:30～11:30

卓球

28 住吉町寿クラブ花壇クラブ 見付 住吉町公会堂広場
月2
9:30～11:00

花壇の手入れ

29 布遊び 見付 東坂公会堂
月1　第3土
13:00～16:00

布地で色々と作る

30
老人ｸﾗﾌﾞ城山ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
真飛会

見付 安久路公園、老人ホームグランド
週2　月・木
9:00～11:00

グラウンドゴルフ
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31 緑ヶ丘ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 見付 緑ヶ丘運動公園
週3回　月･木･金
13:30～15:00

グラウンドゴルフ

32 朱鷺の会 見付 一番町公園
週2 火・金
9:00～10:30

グラウンドゴルフ

33 新通竜宮会 見付 新通町自治会館
月1　第4日
13:00～15:00

カラオケ

34 つつじカラオケクラブ 見付 一番町公会堂
月4　土
13:00～15:30

カラオケ

35 い組会卓球クラブ 見付 一番町公会堂
週1　木
9:00～11:00

卓球

36
河原町平成クラブカラオケ同好
会

見付 河原町町民会館
月2　第2・4水
13:00～16:00

カラオケ(年１回歌謡コンサート実施）

37 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ河原町平成クラブ 見付 水堀公園
週1　金
9:00～12:00

グラウンドゴルフ

38 健康麻雀囲碁将棋クラブ 見付 河原町町民会館
月2　第1・3木
13:00～17:00

麻雀・将棋

39 元宮ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部 見付 元宮町公会堂前広場
週2　火・金
8:30～11:30

グラウンドゴルフ

40 加茂川通さくら会 見付 加茂川会館
月2　第1日　第3火
13:00～16:00

歌唱

41 元宮花の会 見付 元宮町公会堂花壇
月2～3　土
14:00～15:30

花壇整備・園芸

42 映画鑑賞クラブ 見付 元宮町公会堂
月2　第1木・第3土
13:30～15:30

大型テレビで映画鑑賞

43 出かけまいかクラブ 見付 元宮町公会堂
月1
8：30～16：00

名所・旧跡等を訪ねる

44 将棋クラブ 見付 元宮町公会堂
月2　第1･4火
13:30～15:30

将棋

45 ペタボード愛好会 見付 元宮町公会堂
月1　第3金
10:00～16:00

ペタボード競技

46 元宮ノルディックウォーク 見付 元宮町公会堂グラウンド及びその周辺
月3　土
15:00～16:30

ノルディックウォーキング

47
権現町スポーツクラブ（ペタ
ボード）

見付 権現町公会堂
月2　第1・4火
9:30～11:00

ペタボード

48 歴史探訪クラブ 見付 磐田市内及び近隣市町村
月1　第1火
9：00～14：00

名称・旧跡の探訪

49 元天神町麻雀同好会 見付 元天神町公会堂
月2　土
9:30～12:00

麻雀

50
いきいきガーデニングクラブ
（新規）

見付 富士見町会館（富士見町内花壇）
月1　第4火
10:00～11：00

花壇整備

51 二之宮喜楽会 中泉 鹿苑神社　東側広場
週2　月13:30～15:30
　　 金9:30～11:30

グラウンドゴルフ

52 久保町ペタンク同好会 中泉 上野公園
月2　火
9:00～10:00

ペタンク

53 上野クラブ 中泉 上野公園 月7 月、第2・第4火、第1土
9:00～11:30 グラウンドゴルフ

54 旭ヶ丘ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 中泉 かぶと塚公園グラウンド
週2　水･金
8:30～10:30

グラウンドゴルフ

55 いきいき健康長寿クラブ 中泉 中泉交流センター
月2　第1・4木
13:30～15:00

レクリエーションダンス

56 親和会歌唱クラブ 中泉 西新町いこいの家
月2　第2・4月
9:30～11：30

カラオケ

57 太郎＆花子 中泉 大泉町　公共広場
週3　日･火･金
9:00～11:00

グラウンドゴルフ

58 はなぶらんど 中泉 大泉町自治会館
週1　木
13:00～15:00

歌唱

59 久保町カラオケクラブ 中泉 久保町公民館
月2　第1・第3 水
9:30～11:30

カラオケ

60 “輪” 中泉 大泉町　自治会館兼老人憩の家
週1　水
10:00～11:30

ストレッチ体操
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61 大泉町“万年青会” 中泉 大泉町自治会館
週1　月
13:00～15:00

歌謡舞踊

62
親和会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ同好会（新
規）

中泉 上野公園広場
週１　木
9：30～11：30

グラウンドゴルフ

63 上大之郷ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ郷揮 南部 おかめ寺、憩の家
週3　月水金
9:00～11:30

グラウンドゴルフ

64 花の会・北島 南部 北島憩の家花壇
月1　5日
8:30～10:00

花の苗作り、定植後の管理、花壇まわり掃除

65 北の唄人 南部 北島いこいの家
月1　第3金
18:00～20:00

カラオケ

66 千手堂歌唱クラブ 南部 千手堂公民館
月2　第1･3火
13:30～15:00

歌唱

67 千手堂さわやかクラブ 南部 磐田市衛生プラント
月8　水・金（第3金曜
除外）9:00～11:00

グラウンドゴルフ

68 南レクダンスの会 南部 南交流センター
月2　第2･4木
13:30～15:00

レクダンス

69 長野ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 南部 長野交流センターグラウンド
週2　火・木
8:30～12:00

グラウンドゴルフ

70 草崎カラオケ同好会 南部 草崎公会堂
月2　第2･4木
13:30～15:30

カラオケ

71 草崎ペタンク愛好会 南部 草崎公会堂、法憧寺公園
月2　水・土
13:30～15：30

ペタンク

72 さわやかフォークダンスクラブ 南部
長野交流センター
南交流センター

月3　土、第2・4木
13:30～15:00

フォークダンス

73 花の会 南部 白拍子憩いの家
月1　土
9:00～11:00

花壇

74 小島カラオケ同好会 南部 小島老人憩の家
月2　第2･4木
13:30～15:30

カラオケ

75 小島園芸クラブ 南部 小島の園
月2～4回 水土
13:30～15:00

園芸、花植え、花壇の草取り、水やり

76 小島ペタンク愛好会 南部 小島法憧寺公園グラウンド
週1 月
8:15～9:00

ペタンク

77 小島麻雀愛好会クラブ 南部 小島老人憩の家
週1 月
13:00～17:00

麻雀

78 いきいき健康体操クラブ 南部 小島老人憩いの家
週1　木
13:30～15:00

健康体操

79 浜友福寿会ＧＧ 南部 鮫島実際寺横さくら広場
週2　火･土
13:30～15:30

グラウンドゴルフ

80 おしどり 南部 鮫島集合所
月4　月
10:00～12:00

カラオケ

81 ペタンクフレンドクラブ 南部 鮫島天神社広場
週1　水
13:30～15:00

ペタンク、雨天の場合輪投げ

82 鮫島花の会 南部 鮫島天神社
月2　水・土
8:30～9:30

神社清掃、花壇の花植え

83 田原ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部 東部 田原グランド
週3 月・火･木
9:00～11:00

グラウンドゴルフ

84 松寿会歌唱クラブ 東部 東部コミュニティ会館
月2　第2・4水
9:00～11:00

カラオケ

85 松寿会吹き矢クラブ 東部 東部コミュニティ会館
月1　金
9:00～12:00

吹き矢

86 城之崎歌唱クラブ 東部 城之崎公会堂
月2　第1･3火
13:00～16:00

カラオケ

87 城之崎グラウンドゴルフ部 東部 城之崎丸山公園南側芝生広場
週2　月・金
8:30～11:00

グラウンドゴルフ

88 西貝ほほえみクラブ 東部 西貝交流センター
月1　第1木
9:30～12:00

折り紙

89 くすのきクラブ 東部 西貝交流センター
週2　水・金
8:30～11:00

グラウンドゴルフ

90 とんぼ 東部 西貝交流センター
月1　第2金
13:30～15:00

折り紙
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91 みくりやｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌの会 東部
御厨交流センター及び
稗原グラウンド

月9　火･木･土
8:30～11:00

グラウンドゴルフ

92 マレットゴルフ愛好会 東部 稗原サッカーグラウンド公園内
月4　土
8:30～11:00

マレットゴルフ

93 喜楽体操クラブ 東部 御厨交流センター
月2　水
13:30～14:30

ストレッチ体操

94 松寿会ペタンクラブ 東部 南御厨交流センターグラウンド
月１ 第4金
9:00～10:30

ペタンク

95 松寿会ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 東部 南御厨交流センターグランド
月1　金
9:00～11:00

グラウンドゴルフ

96 新出・東脇いきいきクラブ 東部 新出公会堂
月1　第2火
13:30～15:00

吹き矢

97 和口吹き矢の会 東部 和口公会堂
月１ 第2金
9:30～10:30

吹き矢

98 カワバタモロコクラブ 東部 南御厨交流センターグラウンド
週2　火･土
8:30～11:30

グラウンドゴルフ

99 大立野・吹き矢の会 東部 大立野公会堂
月2 第2・4金
9:00～11：00

吹き矢

100 大立野・お楽しみ会 東部 大立野公会堂
月２ 第2・4金
9:00～11:00

輪投げ、吹き矢、カラオケ

101 城之崎ノルディッククラブ 東部 城之崎丸山公園と周辺
週1　水
9:30～11:00

ノルディックウォーク、体操

102
城之崎レクリエーションダンス
クラブ

東部 城之崎公会堂
月2　第1・4水
13:30～15：30

レクリエーションダンス

103
御厨レクリエーションダンスク
ラブ

東部 御厨交流センター体育館
月１ 第1火
13:30～15:30(行事のあ
る時は適宜練習）

レクリエーションダンス

104
シニア田原レクリエーションダ
ンスクラブ

東部 田原交流センター
月２　第2・4金
13:30～15:30

レクリエーションダンス

105
南御厨レクリエーションダンス
クラブ

東部 南御厨交流センター（体育館）
月3　第2・3・4水
13:30～15:30

レクダンス

106 港友クラブ 福田 ほまぼう公園
週2　火･土
8:00～11:45

グラウンドゴルフ

107 港寿会コーラス部 福田 ６の３公民館
月1　13日
10:00～14：00

歌唱

108 港カラオケ同好会 福田 ６－３番組公民館
月1　13日
13:00～15:00

カラオケ

109 福田本町グラウンドゴルフ 福田 福田北部グラウンド、ふくなか広場
週2　水･金
8:30～11:00

グラウンドゴルフ

110 本町歌声クラブ 福田 本町公民館
月1　第2土
13:30～15:30

カラオケ、歌唱

111 南島グラウンドゴルフ 福田 福田北部グラウンド
週2　月･木
8:00～11:00

グラウンドゴルフ

112 大原ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 福田 大原グランド
週2　火･金
8:15～10:30

グラウンドゴルフ

113 大原カラオケヒバリ会Ｂ 福田 大原公民館
月1　第4水
13:00～15:00

カラオケ

114 ペタンク大原 福田 大原旧幼稚園
月2　第1･3水
9:00～11:30

ペタンク

115 新明クラブ　グランドゴルフ 福田 磐南西グラウンド
週2　木･金
8:30～12:00

グラウンドゴルフ

116 新明ペタンククラブ 福田 新田広場
週1 水
9:00～11:30

ペタンク

117 新明カラオケクラブ 福田 新田公民館・歌声サロン洋
月　曜日の記載なし
13:30～16:30

歌唱

118 新田囲碁将棋クラブ 福田 新田公民館和室
月2　第2･4土
13:30～16:00

囲碁、将棋

119 新田郷土史クラブ 福田 新田公民館和室
月1　第2日
13:30～15:30

郷土史

120 豊浜中野ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 福田
福田はまぼう公園、袋井
市二瀬多目的運動公園

週2　水･日
13:30～15:30

グラウンドゴルフ
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121
豊浜中野なでしこペタンククラ
ブ

福田 豊浜中野白山神社境内
月2　水
13:00～15:30

ペタンク

122 豊浜中野カラオケク愛好会 福田 部長宅
週2　火・土
13:30～16:30

カラオケ

123 大島カラオケクラブ 福田 大島公民館
週1　日
13:30～16:00

カラオケ

124 大島グラウンドゴルフ 福田 豊浜グランド
水・金
13:00～15:30

グラウンドゴルフ

125 大島健康クラブ 福田 大島公民館
週2　月・木
13:30～16:00

健康体操、ストレッチ体操、歌唱

126 大島花の会＆ボランティア 福田 大島公民館花壇、JA豊浜支店
週1　水
9:45～10:55

花壇の手入れ、ふくの市レジ補助

127 豊浜雁代グラウンドゴルフ 福田 豊浜南部野球場
週1　火
13:30～15:30

グラウンドゴルフ

128 小島方グラウンドゴルフ 福田 豊浜グラウンド　　　　　
週2　月･木
13:00～15:30

グラウンドゴルフ

129 昭和グラウンドゴルフ和ぎ 福田 稲荷神社広場、浜ぼう公園
月10 木・土・日
13:00～16:00(木)
8:30～11:00(土・日)

グラウンドゴルフ

130 シニア囲碁 竜洋 竜洋体育センター
週1　火
13:00～17:00

囲碁

131 カラオケ愛好会 竜洋 竜洋体育センター
週1　金
9:30～15:30

カラオケ、歌唱

132 カラオケクラブ竜洋 竜洋 竜洋体育センター
週1　金
9:30～15:30

カラオケ

133 竜洋西いきいきｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ部 竜洋 竜洋海洋公園多目的広場
週1　水
8:30～11:00

グラウンドゴルフ

134 竜洋東いきいきｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ部 竜洋 竜洋海洋公園多目的広場
週1　水
8:00～11:00

グラウンドゴルフ

135
竜洋北地区いきいきｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙ
ﾌ部

竜洋 竜洋海洋公園多目的広場
週1　水
9:00～12:00

グラウンドゴルフ

136 竜洋ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 竜洋 竜洋体育館
月2 第2・第4水
13:30～15:00

レクリエーションダンス

137 竜洋ペタンククラブ 竜洋 豊岡公園
毎週　金
9:00～11:00

ペタンク

138 草崎健康麻雀同好会 長野 草崎公会堂
週2　月・金
13:00～17:00

麻雀

139 加茂ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 豊田 加茂公園
週3　火・土・木
8:45～11:00

グラウンドゴルフ

140 千鳥カラオケクラブ 豊田 ゆやの里、東公会堂
月2 第2・第4金
12:00～16:00

カラオケ

141 加茂クラブ花の会 豊田 加茂公園
月2　第1、3土
9:30～11:30

花を育生

142 松寿会カラオケクラブ 豊田 熊野伝統芸能館
週1　木
9:00～12:00

カラオケ

143 松寿会グラウンドゴルフクラブ 豊田 天竜川第7グランド
週1　月
9:00～11:30

グラウンドゴルフ

144 松寿会第二クラブｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 豊田 天竜川河川敷第7グラウンド
週1　月
9:30～12:00

グラウンドゴルフ

145 松寿会民踊クラブ 豊田 池田交流センター 
月2　第1・3金
13:00～15:30

民謡

146 松寿会歌唱クラブ 豊田 熊野伝統芸能館
月2　土
13:00～16:00

歌唱

147 青城ゆうクラブカラオケ部 豊田 気子島及び中田公民館
月2　第2・4月
13:30～15:30

カラオケ

148
青城ゆうクラブグランドゴルフ
部

豊田 ラブリバー公園
週2　火･木
9:00～11:00

グラウンドゴルフ

149 青城いきいきクラブ 豊田 気子島公民館
週1　金
9:00～10:30

健康体操

150 青城あいｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 豊田 海老塚農村公園
週2　水・金
8:30～11:30

グラウンドゴルフ
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151 青城あいカラオケクラブ 豊田 海老塚公会堂･下万能公民館
月2　第1･3月
13:00～16:00

カラオケ

152 グランドゴルフクラブ本郷 豊田 ラブリバー公園
週2 火･木
6:30～8:30

グラウンドゴルフ

153 園芸クラブ本郷 豊田 高見農園
週1　日　9:30～11:30
（夏期16：00～18：
00）

園芸作物

154 おどりクラブときめき 豊田 下本郷公民館
月2　第1月・第4水
13:30～15:30

輪おどり、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ

155 本郷カラオケクラブ 豊田 下本郷公民館
月2　第2・4木
13:00～15:30

カラオケ

156 ふれあい本郷手仕事クラブ 豊田 下本郷公民館・青島宅
月4　月（1回）火（3回）
10:00～15:30

布を使っての手作り品

157 俳句クラブ「四
ヨヒラ

葩句会」 豊田 下本郷公民館
月1  月
13:15～15:15

俳句

158 ふれあい料理クラブ 豊田 下本郷公民館
月2　月
9:00～12:40

軽食・昼食づくり

159 健康推進クラブ 豊田 下本郷公民館
週1　月
12:45～13:30

健康体操、脳トレ

160 卓球クラブ 豊田 下本郷公民館
月1  第3月
13:30～15:30

卓球、輪投げ、ペタンク

161 青城ゆうクラブペタンク部 豊田 気子島ゴミ集積所広場
月1　第4日
9:00～11:00

ペタンク　

162 麻雀倶楽部 豊田 平松宅
週2　土・日
9：00～17：00

麻雀

163 菊の会（新規） 豊田 上本郷公民館
月1　土
09：00～11：30

スプレー菊、クッションマム等の菊の育成、発表会

164 生花（新規） 豊田 池田交流センター 
月2　第2・4木
14：00～15：00

生花

165 合代島ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ同好会 豊岡 新平山工業団地公園
週2　火･木
8:30～11:00

グラウンドゴルフ

166 新開ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ部秋葉会 豊岡 豊岡中央交流センター広場
週2　火・金
13:00～15:00

グラウンドゴルフ

167 新開ふれあい会 豊岡 新開公園
月1～2　第2・最終 日
9:00～11:00

花壇整備

168 楽寿会ＧＧＣ 豊岡 上神増広場
週３　月・水･金
9:00～11:00

グラウンドゴルフ

169 平松ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌの会 豊岡 平松ふれあい広場
週2　火・土
9:00～10:30

グラウンドゴルフ

170
松之木島笑和会グラウンドゴル
フクラブ

豊岡 松之木島下ミニ公園
週2　水・土
13:00～15:30

グラウンドゴルフ

171 楽友会カラオケクラブ 豊岡 松之木下公会堂
月2　第1・3金
13:00～16:00

カラオケ

172 いきいき健康クラブ 豊岡 平松公会堂
月1　日
9:00～11:00

野菜作り、健康体操

173 シニアクラブ松木上 豊岡 松木上グランドゴルフ場
月2　土
14:00～16:00

グラウンドゴルフ

磐田市老人クラブ連合会事務局

電　話：０５３８：３７－９６１７

ＦＡＸ：０５３８－３７－４８６６

ＭＡＩＬ：tiiki@iwatashakyo.or.jp

趣味クラブに連絡を取りたい方がありましたら、事務局までご連絡ください。

mailto:tiiki@iwatashakyo.or.jp

