
2022年11月作成

問い合わせ先：岡山市ふれあい介護予防センター北事務所　　☎ 086-251-6517

小学校区

・地区
活動・サービス名 活動場所 日時 対象 備考

活動紹介

（外部リンク）

こまくさ 岡山市立旭公民館 毎週火曜日　10:00～11:30 無償

出石健康クラブ 下出石町内会館 毎週水曜日　14:00~15:00 有償

らんらんクラブ さんかく岡山 第2・第4水曜日　10:00～12:00
有償

1000円/半年

ふれあい健康体操クラブA さんかく岡山 第１・第３水曜日　10:00～12:00
有償

年2000円

いきいきサロン晴ればれ 宴屋2階フリースペース 第3金曜日　10:00～11:30 無償

あっぱれ中央 子守神社 毎週金曜日　10:00～11:00 無償

あっぱれダルマクラブ 岡西公民館 第2土曜日　10：00～12:00

三門地区元気の出る会 岡西公民館 第3火曜日　１３:30-15:30

ももちゃんクラブ 福祉交流プラザ三友 第4水曜日　14:00～15:30 地区の方のみ

三門三丁目親睦会むつみ部 三門公会堂 毎週水曜日　9:00～11:00 むつみ部会員

西崎ふれあいサロン 両備ヘルシーケア大安寺東公園前 毎週土曜日　10:00～11:30

石井いきいき元気体操教室 河田病院 長春苑 第1・第３火曜日　13:30～15:00

せかんどゆーす せかんどゆーす食堂 毎週水曜日　14:40～15:30

アイリーフ アイグランデュ岡山多目的ホール 毎週水曜日　15:30～16:20

奉還町みんなのサロン 奉還町4丁目ラウンジ・カド 毎週金曜日　14:00～15:00

スマイル上正 上正野田公会堂 毎週木曜日　9:30~10:30 同じ町内の住民のみ

カーネーション アヴィラージュ大安寺東町公園 毎週木曜日　10:30～11:10

大安寺南町「生き活きサロン」の会 大安寺南町公会堂 毎週木曜日　10:00～11:30 地区・町内の人 無償

野山長寿会 野山公会堂 毎週木曜日　14:00～15:00

北長瀬長寿会 北長瀬公会堂 毎週水曜日　9:00～10:00 北長瀬長寿会会員

矢坂南楽笑会 矢坂南公会堂 毎週水曜日　14:00～16:00

さわやかストレッチ 岡輝公民館 第１月曜日　13:30～15:00 有償

奥田本町ストレッチ 奥田公会堂 毎週水曜日　9:30～10:30 同じ町内会の住民のみ

七日市町内会 七日市町内会ロビー 毎週水曜日　10:00～11:00

青江町内会もも太郎体操クラブ 青江公会堂 毎週金曜日　10:00～11:30 町内の人 無償

清輝 いきいきストレッチ
清輝コミュニティハウス

（他　清輝老人憩の家）

第1火曜日　13:30～15:30

（他　第3火曜日　10:30～12:00）
岡輝中学校区

北富長寿クラブ 北富公会堂 第3木曜日　13:30～15:30 町内会 無償

「こころとからだの健康を守る集い」

実行委員会
MOA会館 毎週火曜日　12:30～13:30 MOA会員のみ 有償

もくようび会 三野公会堂 毎週木曜日　13:30～15:00 無償

三野町内会 三野公会堂 毎週火曜日　13:30～14:30

北公民館　あっ晴れ！もも太郎体操 北公民館 毎週木曜日　9:00～10:30 どなたでも可 有償

三軒屋ふれあいもも太郎体操 三軒家ふれあい会館 毎週金曜日　13:30～15:00 どなたでも可 有償

四日市いきいきクラブ 北方四日市公会堂
毎週月曜日　19:30～

毎週土曜日　10:00～

65歳以上

同じ町内の住民のみ
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下谷いきいき夢クラブ 下谷会館 第1・3月曜日　9:30～11:30 どなたでも可 有償

いきいきティ-サロン 宮本 宮本公会堂 第2金曜日　10:00～11:00 町内の人 無償

桃の里クラブ 河本公会堂 毎週木曜日　14:00～15:00 桃の里クラブ会員 無償

どんぐり体操 元デイサービスどんぐり 毎週火・水曜日　13:30～14:30 有償

ひまわり 牧石コミュニティハウス 毎週月曜日　10:00～11:00 どなたでも可
有償

200円

きずなの会 アニモミュージアム 毎週月曜日　10:00～12:00

あっぱれシニア牟佐 北公民館牟佐分館 毎週水曜日　13:30～14:30 どなたでも可

厚生町一丁目いきいきサロン 厚生町1丁目会館 第3金曜日　13:30～15:30

岡山県高齢者福祉生活協同組合

だいこんの花
古松園 第4水曜日　13:30～15:00

新屋敷うきうきサロン 新屋敷町児童会館 第2木曜日　13:30～15:00 町内会の住民のみ

鹿田コミュニティあっ晴れももっち 鹿田コミュニティハウス 毎週土曜日　10:00～11:00 鹿田小学校区の住民
有償

100円/回

雀の会
東古松南町集会所

（五軒屋集会所）
第2・第4月曜日　13:00～15:00 町内会の住民のみ

アルファステイツ

コムコム健康イベントの会

アルファステイツ岡山駅前

２階集会室
隔週金曜日　13:30～14:30 マンション住民のみ

あっ晴れ下桑 桑田町四丁目公会堂 毎週月曜日　10:00～ 地域内の人

リビンコート下中野いきいきサロン
リビンコート下中野壱番館

集会室
3～5回／年

サーパス上中野シニアの会 サーパス上中野 集会室 毎週火曜日　13:30～15:00 マンション住民のみ

野田中ふれあいサロン 野田中公会堂 毎週木曜日　10:00～11:30

ローザ ひよこ子ども食堂 毎週火曜日　15:00～16:00

ひまわりクラブ 栄町北公民館
毎月第2・第4木曜日

10:00～15:00
同じ町内の住民のみ 無償

定杭ニコニコ会 定杭公民館
毎月6日・16日・26日とあと1日(月4回)

13:00～15:00
同じ町内の住民のみ

撫川住吉町 住吉公会堂 毎週日曜日　13:30～16:00

わかば 大橋中之町公民館 第2・第4日曜日　13:00～ 同じ町内の住民のみ

東平野南町 町内会 東平野南集会所 毎週月曜日　9:30～10:30 隣接町内まで可 無償

東花尻げんきかい 東花尻公民館
第1・第2・第3火曜日

13:30～15:30

白石西金曜サロン 白石西公会堂 毎週金曜日　13:30～15:00 同じ町内の住民のみ

白石いきいきサロン 白石公会堂 第4木曜日　10:00～12:00 同じ町内会の住民のみ

いきいきグリーンサロン 平野グリーンハイツ集会所 第3火曜日　13:00～15:00

御南 21元気教室 御南西公民館
毎週火曜日（第4火曜日以外）

13:00～15:00

西 あっぱれたつみ 辰巳公会堂 毎週金曜日　10:00～11:00
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ひだまりサロン 伊島3丁目公会堂 毎週木曜日　13:00～14:00

津倉わいわいＥＳＤ
上伊福西公園集会所

（津倉町集会所）
毎週月曜日　13:00～16:00 同じ町内会の住民のみ

さつきヶ丘 さつきが丘公会堂 毎週火曜日　9:30～11:00 同じ町内会の住民のみ

サロン笹が瀬 笹が瀬公会堂 毎週月曜日　10:00～10:40

新野もも太郎会 新野公会堂 毎週火曜日　10:00～11:00

いきいいきサロン西坂 津島西坂公会堂 毎週水曜日　10:00～11:00

福居福寿クラブ 福居公会堂 第1・3水曜日　10:00～11:00 福居町内住民で65歳以上

いきいきひばりサロン 市場公会堂 毎週土曜日　10：00～11：00 同じ町内会の住民のみ

津高グリーンハイツふれあいサロン 津高グリーンハイツ集会所 毎週水曜日　10:00～11:00

あっぱれマスカット マスカット団地集会所 毎週水曜日　10:00～11:00 町内の住民のみ

半田山寿会 半田山ハイツ町内会集会所 毎週木曜日　9:30～11:00 コロナ禍のため制限あり

津波井いきいきサロン 津高公会堂 毎週月曜日　10:00～11:00

津高台おしゃべりサロン 津高台集会所 毎週月曜日　14:00～16:00

田益桃寿会 田益協栄会館 毎週木曜日　10:00～11:00 同じ町内会の住民のみ

桃園あっ晴れサロン 桃園会館 毎週木曜日　10:00～11:00 町内の住民のみ

田原長寿会 田原公民館 毎週金曜日　11:00～12:00

おしゃべり会 馬屋上コミュニティハウス 毎週水曜日　13:30～15:00

香橋サロン 香橋町内会集会所 毎週水曜日　10:30～11:30 同じ町内会の住民のみ

花架拳クラブ 津高公民館 第4金曜日　13:00～13:40

あっぱれ体操栢谷 栢谷集会所 毎週月曜日　9:00～10:45 同じ町内会の住民のみ

あっぱれ吉宗サロン 吉宗集会所 毎週水曜日　13:30～14:30

あっぱれ体操日の出会 東菅野公民館 毎週月曜日　13:30～14:30 無償

めざせ100歳クラブ 西菅野公民館
毎週月曜日（祭日は休み）

10:00～11:00

加茂 高松ふれあい元気クラブ 高松公民館 第1・2・3金曜日　13:30～15:00
初回のみ

500円

鯉山 健やかな身にクラブ 大橋町公会堂 毎週火曜日　13:30～14:30

わくわくサロン 石井谷公民館 毎週火曜日　13:00～15:00 団地町内の住民のみ 100円

平山メダカの学校 平山公会堂 毎週火曜日　13:30～16:00

蛍明 憩の家クラブ 大井老人憩の家 毎週金曜日　10:00～12:00

足守 足守笑顔教室 足守公民館 毎週金曜日　10:00～11:30

高堤寿クラブ 高堤集会所 毎月1回 既存会員のみ

緑町ひまわりサロン 緑町集会所 第2火曜日　10:00～12:00 同じ町内の住民のみ

介護者の集い　「ゆずり葉クラブ」 一宮公民館 第2火曜日　13:30～15:00

辛川市場町内会 辛川市場公会堂 第４金曜日　10:00～12:00

スマイルレディース 辛川市場公会堂 第2・4水曜日　13:30～ 町内グループ 無償
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佐山団地あっ晴れ！もも太郎体操 佐山団地集会所 毎週月曜日　10：00～11：30
桃丘学区の住民のみ

(コロナ禍のため制限あり）

いきいき体操クラブ 芳賀県住集会所 毎週月曜日　10:00～10:35 町内の住民のみ

桃丘ふれあい元気クラブ 桃丘コミュニティハウス 第3金曜日　10:00～12:00 おおむね65歳以上

あっ晴れ　芳楽 芳賀団地集会所 毎週月曜日　11:00～12:00

馬屋下 あっぱれ天神 天神団地集会所 毎週水曜日　10:00～12:00

スマイル体操教室 今岡公園内 毎週金曜日　9:00～10:30 町内の住民のみ

ひまわりの会 今岡公会堂 毎週土曜日　10:30～ 町内グループ 無償

ワイワイクラブ 今岡公会堂 毎週金曜日　13:00～ 今岡寿会会員 無償

白山会 首部公会堂 毎週木曜日　10:00～ 地区・町内の人 無償

平津ふれあい元気クラブ 平津コミュニティハウス 第2月曜日　10:00～12:00 おおむね65歳以上

五城 上伊田健康教室 上伊田公会堂 毎週水曜日　15:00～16:00 上伊田地区の住民のみ 無償

元気マイペース 富谷公会堂 毎週火曜日　13:30～15:00
富谷町内会所属の住民

無償

にこにこ会 御津公民館 第1.2.4月曜日　10:00～12:00 学区内
有償

年1000円

”上村”にこにこサロン 上村公会堂 第2.4水曜日　10:00～15:00

承芳いきいきサロン 宇甘西コミュニティハウス 第1.2.4木曜日　9:30～11:30
有償

100円

絆サロンあい 葛城地区コミュニティハウス 第2火曜日　13:00～15:00
有償

100円

楽々サロン 御津南地区コミュニティハウス 毎週火曜日　10:00～ 無償

サロンさくらんぼ 桜地域集会所（桜コミュニティー 毎週火曜日　10:00～12:00

西原いきいきサロン 建部町公民館 西原分館 毎週木曜日　13:30～14:45 同じ町内会の住民のみ 有償

大田下谷いきいきサロン「にこにこカフェ」 大田下谷活性化センター 毎週金曜日　9:30～11:30 地区内の人のみ 有償

中よしクラブ 福祉交流プラザ建部 毎月第2金曜日　10:00～11:30 中田地区の人 無償

もみじ会 田地子構造改善センター
毎月第1・第3火曜日

10:00～14:30
どなたでも可

サロン・ド・とみさわ 富沢生活改善センター 毎週金曜日　13:30～15:00 町内の人のみ 無償

十羽の会 下神目下集会所 毎週月曜日　13:00～14:30 どなたでも可 有償

下神目かけはしの会 延江農園工房 毎週水曜日　7:00～8:30 有償

頑張ろう　もも太郎体操 建部町角石谷下集会所 毎週日曜日　8:30～

原もも太郎体操 建部B＆G海洋センター 毎週水曜日　14:00～15:00 どなたでも可 無償

川口サロン・もも太郎体操 川口公民館 毎週火曜日　13:00～14:00 無償

曲里スマイル会 上曲里公民館 毎週金曜日　9:00～10:00 どなたでも可 無償

すまいる日和 福寿苑 第2･4火曜日　10:30～12:00 すまいる日和の利用者 有償
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