
地区 自治会 団体名 活動場所

1 見付 地脇町 地脇町いこいの会 地脇町公会堂

2 見付 天王町 海戸ふれあいクラブ 天王町公会堂

3 見付 権現町 権現町なごみ会 権現町公会堂

4 見付 西坂町 西坂町いきいき竹虎会 西坂会館

5 見付 幸町 幸町お楽しみ会 幸町会館

6 見付 富士見町 富士見町いきいきサロン 富士見町自治会館

7 見付 河原町 河原町たっちゃんの会 河原町町民会館

8 見付 水堀 水堀ふれあいサロン 水堀会館

9 見付 美登里町
美登里町いきいきサロン
むつみ会

美登里集会所老人憩いの家

10 見付 二番町 すこやか会（二番町） 見付交流センター

11 見付 住吉町 住吉町ひまわり会 住吉町公会堂

12 見付 元宮町 元宮ふれあいサロン 元宮町公会堂

13 中泉 桜ヶ丘 桜助の会 桜ヶ丘公民館

14 中泉 大泉町 大泉町あしの会 大泉町自治会館

15 中泉 二之宮４丁目
二之宮四丁目
リフレッシュの会

二之宮4丁目公会堂

16 中泉 久保町 久保サロン 久保町公民館

17 中泉 二之宮宮本 宮本いきいきサロン 二之宮宮本公会堂

18 中泉 旭ヶ丘 あさひ会 旭ヶ丘公民館

19 中泉 栄町 栄町　燦燦会 栄町公民館

20 中泉 中央町 中央町いきいきサロン 中央町自治会館

21 中泉 本町 本町いきいきサロン 本町公会堂

22 中泉 七軒町 七軒町いきいきサロン笑和会 七軒町集会所

23 中泉 二之宮３丁目 二之宮三丁目ふれあいサロン 二之宮老人憩いの家
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24 中泉 泉町 泉サロン 泉町公民館

25 中泉 西町 西町ふれあいサロン 西町公民館

26 中泉 京見塚 京見塚いきいきサロン ふれあい交流センター

27 中泉 坂上町 坂上町ユーアイサロン 坂上町公民館

28 中泉 田町 田町友遊サロン 田町公会堂

29 中泉 一言南原 一言南原サロン 一言南原集会所

30 中泉 御殿 御殿ふれあいサロン 御殿あおい会館

31 天竜 千手堂 ふれ愛サロン千手堂 千手堂公民館

32 天竜 北島 北島ふれあいサロン 北島老人憩いの家

33 天竜 上岡田 上岡田みのりの会 上岡田公会堂

34 天竜 豊島 豊島いきいきサロン
豊島公会堂
老人憩いの家

35 天竜 天龍 天龍いきいきサロン 天龍公会堂

36 天竜 下岡田
下岡田いきいきサロン（お地蔵様
の会）

下岡田公民館

37 天竜 万正寺 万正寺いきいきサロン 万正寺公民館

38 天竜 中野 中野ふれあいサロン 中野公民館

39 天竜 中野
中野団地自治会
ふれあいサロン「憩いの家」

中野団地公会堂

40 天竜 上大之郷 上大之郷いきいきサロン 上大之郷老人憩いの家

41 長野 小島 小島ふれあいサロン 小島公会堂

42 長野 長須賀 長須賀なかよし会 厚生会館

43 長野 前野 前野ふれあいサロン 前野公会堂

44 長野 草崎 草崎なかよしサロン 草崎公会堂

45 長野 白拍子 白拍子ふれあいサロン 白拍子老人憩いの家

46 長野 鮫島 鮫島ふれあいサロン 鮫島公民館

47 長野 新島 新島ふれあいサロン 新島上・下老人憩いの家



地区 自治会 団体名 活動場所

48 長野 刑部島 刑部島ちょっくらサロン 刑部島老人憩いの家

49 長野 野箱 野箱ふれあいサロン 野箱いこいの家

50 於保 下大之郷 下大之郷なかよしサロン 下大之郷公民館

51 於保 大和田 大和田クローバー 大和田公会堂

52 於保 中大原 中大原サロン　ちょっくら 中大原公会堂

53 於保 上大原 サロンすみれ 上大原集会場

54 向笠 向笠新屋原 新屋原サロン 新屋原公会堂

55 向笠 向笠西原
西原いきいきサロン
ひまわりの会

西原公会堂

56 向笠 竹之内原 竹寿会 向笠竹之内原公会堂

57 向笠 岩井原 岩井原ふれあいサロン 岩井原公会堂

58 岩田 寺谷圦上 寺谷圦上サロン 寺谷圦上公会堂

59 岩田 匂坂中上 なかかみサロン 匂坂中上公会堂

60 岩田 匂坂新 匂坂新地区サロン 匂坂新地区公会堂

61 岩田 寺谷杁下 圦下ふれあいサロン 寺谷圦下公会堂

62 岩田 匂坂上 匂坂上サロン 匂坂上公会堂

63 岩田 匂坂上原 匂坂上原サロン 匂坂上原公会堂

64 岩田 匂坂中下 匂坂中下ふれあいサロン 匂坂中下公会堂

65 西貝 城之崎 城之崎ふれあいサロン 城之崎公会堂及び公園

66 西貝 安久路 ふれあいサロンあくろ 安久路公会堂

67 西貝 西之島
西之島ふれあいサロン
あいあい会

西之島公会堂

68 西貝 西貝塚
西貝塚ふれあいサロン
”ゆうゆう”

西貝塚公会堂

69 御厨 長江 長江ほっとサロン 長江公民館

70 御厨 新貝 新貝ふれあいサロン 新貝公会堂

71 御厨 稗原 稗原サロン 稗原老人憩いの家
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72 南御厨 東新町 ふれあいサロン常和会 東新町コミュニティ会館

73 南御厨 和口 ふれあいサロン和楽の会 和口公会堂

74 南御厨 大立野 大立野わかば会 大立野公会堂

75 南御厨 新出・東脇
新出・東脇ふれあいサロン『きら
り』

新出公会堂

76 南御厨 東新町 東新町うたごえ喫茶 東部コミュニティ会館

77 田原 東部台 東部台 日向ぼっこ 東部台公会堂

78 田原 西島 くすの木サロン 西島公会堂

79 豊浜 大島 大島ふれあいサロン 豊浜交流センター会議室

80 豊浜 小島方 小島方ふれあいサロン 小島方公民館ほか

81 豊浜 雁代 雁代ふれあいサロン 雁代公民館

82 豊浜 豊浜中野 豊浜中野サロン 豊浜中野公民館

83 西部 大原 大原ふれあいサロン 大原公民館

84 西部 大原新町 「歌声喫茶」ふれあいサロン 大原新町集会所

85 西部 一色 一色ふれあいサロン 一色公民館

86 福田中 本町(12番組） 本町ふれあいサロン 本町公民館

87 福田中 下太 下太ふれあいサロン 下太公民館

88 福田中 昭和組 昭和組ふれあいサロン 昭和組公民館

89 福田中 ６－３番組 むつみサロン ６－３公民館

90 福田中 １４番組 しゃべり場１４ １４番組公民館

91 福田中 14番北 だるま会 14番北組公民館

92 北部 東小島 東小島お茶のみ会 東小島公民館

93 北部 南島 ウィズ　南島サロン 農環センター大会議室

94 竜洋西 掛塚横町 掛塚横町いきいきサロン 横町公会堂

95 竜洋西 西堀 西堀いきいきサロン 西堀自治会公会堂
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96 竜洋西 野崎 のさきサロン 野崎公会堂

97 竜洋西 敷地 敷地茶話会 敷地公民館

98 竜洋西 金洗 金洗元気クラブ 金洗公会堂

99 竜洋北 竜洋中島 竜洋中島ふれあいサロン 竜洋中島公民館

100 竜洋北 あおば あおばいきいきサロン あおば会館

101 竜洋東 西平松 西平松サロンなかよし学園 西平松公民館

102 富岡 中野戸 中野戸なかよしサロン 中野戸公会堂

103 富岡 匂坂下 匂坂下なかよしサロン 匂坂下公会堂

104 富岡 加茂東 加茂東　らく楽サロン
ゆやの里
富岡交流センター

105 豊田東 富丘広野 広野なかよしサロン 富丘広野公会堂

106 豊田東 東原東 東原東なかよしサロン 東原東公会堂

107 豊田東 東原西 東原西なかよしサロン 東原西公会堂

108 豊田東 富丘原新田 原新田ゆうゆう会 原新田新興館

109 豊田東 富丘下原 下原おきらくサロン 下原公会堂

110 池田 池田上 池田上なかよしサロン 池田上自治会館

111 池田 池田藤美 ふじみサロン 池田藤美集会所

112 池田 池田中 池田中ふれあいサロン 池田中自治会館

113 池田 池田南 池田南ふれあいサロン 池田南自治会館

114 井通 一言里 一言里なかよしサロン 一言里公会堂

115 井通 上新屋 上新屋なかよしサロン 上新屋公会堂

116 井通 小立野 小立野なかよしサロン 小立野公会堂

117 井通 長森 長森なかよしサロン 長森公民館

118 井通 豊田西之島 豊田西之島ふれあいサロン 豊田西之島公民館

119 井通 森下 いきいきサロン森下 森下自治会館
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120 井通 弥藤太島 弥藤太島なかよしサロン 弥藤太島公会堂

121 井通 源平新田 源平新田おたのしみ会 源平新田公民館

122 井通 一言ｴｸﾚｰﾙ サロン「エクレール」 エクレール磐田集会室

123 井通 一言北原
一言北原サロン
「あしたばの会」

一言北原公会堂

124 青城 下本郷 下本郷なかよしサロン 下本郷公民館

125 青城 気子島 なかよしサロン気子島 気子島公民館

126 青城 中田 中田なかよしサロン 中田公民館

127 青城 立野 ふれあいサロン立野 立野公会堂

128 青城 宮之一色 一色サロン 宮之一色公民館

129 青城 森本 森本ふれあいサロン 森本上・下公会堂

130 青城 ｼﾞｪｲﾊｲﾑ立野
ジェイハイム豊田立野
ふれあいサロンの会

ジェイハイム立野集会室

131 青城 海老塚 サロン「銀杏の郷」 海老塚公民館

132 青城 赤池 赤池ふれあいサロン 赤池公民館

133 豊岡北 本村 本村いきいきサロン 本村公会堂

134 豊岡北 太郎馬
太郎馬いきいきサロン
なごやか会

太郎馬公会堂及び広場

135 豊岡北 川原 川原中高年「絆」悠遊サロン 川原公会堂

136 豊岡北 新開 新開おたのしみサロン 新開公会堂

137 豊岡北 田川 田川ふれあいサロン 田川公会堂

138 豊岡北 大楽地 大楽地ふれあいサロン 大楽地公会堂

139 豊岡南 上神増 上神増ふれあいサロン 上神増公会堂

140 豊岡南 下神増 下神増ふれあいサロン 下神増公会堂

141 豊岡南 壱貫地 壱貫地ふれあいサロン 壱貫地公会堂


