
「地域でお達者クラブ」修了団体一覧（許可の頂けた団体様より順次掲載しています。）

参加者

募集中

1 お気楽会 あさけが丘中央集会所 第1月曜日　 10:00～11:00 ○ 無

2 NPO法人　下野・活き域ネット あさけが丘中央集会所 第1金曜日 10:00～13:00 ○

3 NPO法人　下野・活き域ネット 八千代台集会所 第3火曜日 10:00～13:00 ○ 昼食希望者は会費300円/回

4 NPO法人　下野・活き域ネット 山城町公民館 第4火曜日 10:00～13:00 ○

5 平新お達者クラブ 平津新町公民館 第2木曜日　 9:30　～ ○ 平津新町にお住まいの方 増子　弘子 364‐5674

6 イキイキの会 あかつき台1丁目集会所 第2木曜日 10:30～11:45 ○ 無 実施日に直接会場へ

7 山里の会 山分町第一集会場 第1火曜日　　 13:30～15:30 〇 参加費100円/月　　人数が多い場合は事前に要連絡 村上　幸太郎 363-0331

8 茂福仲良しクラブ 茂福公会所 第1・3水曜日 9:30～11:00 ○ 茂福町にお住まいの方で、老人会 入会の方 鈴木　みきを 365-6396

9 ハッピーサロン 北鵤公会所 第1火曜日 13:00～14:00 ○ 富田地区にお住まいの方等

10 浜元さわやかサロン 浜元町会館 第2火曜日 13:00～14:30 〇 無

11 松寺お達者クラブ 松寺集会所 第2・4火曜日 13:30～ ○ 要相談 大久保　隆 高齢福祉課

12 ホットサロンいきいき 西富田公民館 第1木曜日 9:30～11:00 ○ 無

13 蒔田なかよしサロン 蒔田第一自治会集会場 第1・3月曜日 13:30～15:00 ○ 蒔田にお住まいの方  参加費100円/月

14 野田若生会 野田公会所 第3金曜日 13:30～ ○ 野田にお住まいの方

15 いきいきみゆき２ みゆきケ丘2丁目集会所 第2火曜日 11:00～14:00 ○ みゆきケ丘にお住いの方・参加費　600円/月・年会費1,000円高齢福祉課までご連絡ください。

16 寺方町一区地域でお達者クラブ 寺方町一区公会所 第2木曜日　 14:00～ ○ 無 鈴木　敏夫 326‐4451

17 話そう会 上名ヶ丘集会所 第2・4月曜日 10:00～12:00 ○ 上名ヶ丘地区にお住まいの方

18 尾平どんぐりクラブ 尾平集落センター 第1水曜日　 11:00～12:00 ○ 尾平町にお住まいの方

川島 19 川島２３４ かわしまえん集会所 第1木曜日　 10:00～ ○ 川島町にお住まいの方

三重 20 坂部が丘長寿会 坂部が丘中央集会所 第2木曜日 13:00～14:00 ○ 坂部が丘町にお住まいの方 館　規生 331‐2879

21 桜ボランティア協会 駅前憩いの家 桜ボランティア協会事務所 第3火曜日　 9:30～11:30 ○ 桜地区にお住まいの方

22 桜花台ふれあいサロン 桜花台コミュニティセンター 第4木曜日　 10:00～ ○ 桜花台にお住まいの方

23 桜南ほかほかくらぶ 桜南公会所 第3木曜日　 午前中 ○ 無 実施日に直接会場へ

24 ミニデイサービス ともだちの和 桜台第1会館 第2水曜日・第4木曜日 11:00～12:00 ○ 桜台にお住まいの方

25 桜台三丁目 活き活きサロン 桜台第2会館 第3水曜日 13:30～15:30 ○

26 サロン時計台 コーポ野村　集会室 第3水曜日　 10:00～12:00 ○ マンションにお住まいの方 尾松　利彦 090‐4250‐5441

27 四日市市難聴者友の会 総合会館3階　社会適応室 詳細は代表者まで ○ 林　功

28 常徳寺　健康体操教室 常徳寺本堂 第2木曜日 10:00～11:30 ○ 無

29 ロコモーショントレーニング 新正公会所 第2木曜日　　　　 13:30～14:30 〇 無
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参加者

募集中
代表者 連絡先地区 Ｎｏ. 団　体　名 会　　　　場 実　施　日 参加条件等

30 西伊倉町自治会内 おもと会 西伊倉町集会所 第1水曜日　 13:00～14:00 ○ 無 梅谷　修子 353‐6906

31 松本台いきいきクラブ 松元台集会所 第1・3木曜日　 10:00～11:00 ○

32 わかくさ倶楽部 川本手芸館 第2月曜日 15:00～15:30 ○ 無

日永 33 日永ついたち会 第4クラブ 南日永クラブ 第1火曜日　 9:00～ ○ 南日永町にお住まいの方 稲垣　衛

四郷 34 UR笹川団地高齢者の集い UR笹川団地 中央第一集会所 第2木曜日(祝日は変更) 14:00～15:00 ○ 無 笹川団地管理事務所

内部 35 波木が丘町長寿会 第二集会所中公園 年間計画による ○ 波木が丘町にお住いの方 実施日に直接会場へ　

36 馳出町イキイキサロン 馳出町クラブ 第2火曜日 10:00～11:30 ○ 馳出町、宮東町、宝町にお住まいの方 佐藤　忠嗣 345‐2950

37 塩浜(小浜)友愛会 小浜町公民館　和室 詳細は代表者まで ○ 事前に連絡が必要 鈴木　和久 345-1942

38 （財）白寿会 白寿会館 第2火曜日　 10:00～11:00 ○ 無 実施日に直接会場へ　

39 幸町Ⅱ区街角くらぶ 楠避難会館 第3水曜日　 10:30～ ○ 楠町にお住まいの方、昼食のある月のみ500円徴収 古澤　敏子 397‐3345

40 わいわい会 東本郷公民館 第1・3水曜日　 10:00～ ○ 本郷町にお住まいの方

41 吉崎ふれあい街角クラブ 吉崎振興会館 第2水曜日 10:00～ ○
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