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問い合わせ先：岡山市ふれあい介護予防センター南事務所　　☎ 086-230-0315

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）

中畦　きずな会 丙川公民館 毎週月曜日　13:30～15:30 地区、町内の人のみ

あっ晴れ！もも太郎体操クラブ 興除公民館 毎週火曜日　13:00～15:00 地区、町内の人のみ

東部シルバー会 興除村中畦東部児童館 毎週木曜日　9:30～12:00 老人会の人のみ

カラオケ会 興除園 毎週木曜日　13:00～14:30 近所の人のみ

曽根 いきいきサロンあさひ 曽根旭町内公会堂 第４月曜日 13:30～15:30 町内の人のみ

せのおニューシティ　はなみずきの会 妹尾ニューシティ集会所 毎週火曜日　10:00～10:50 会員のみ

東畦サロン フレンズ 駅前東町内会集会所 毎週金曜日　10:30～12:00 町内の人のみ

くすの木サロン 東畦第三町内会公会堂 毎週水曜日　10:00～11:30 地区、町内の人のみ

ふれあいサロン・ハナミズキ 東畦ライフセンター 毎週月曜日　9:10～10:00 地区、町内の人のみ

みどり動好会 みどり公民館 毎週水曜日　10:00～11:00 町内の人のみ

東畦老人クラブディスコン同好会 東畦コミュニティハウス 毎週金曜日　9：20～11：30 地区、町内の人のみ

あっ晴れ!藤田んぼ 大曲ファミリーパーク 第4水曜日　10:00～12:00 町内の人

（都）介護予防教室 都老人憩の家 奇数月第2金曜日　10:00～12:00 町内の人

元気アップ藤田教室 藤田公民館 第3月曜日　13:30～15:30

いきいきサロンしらさぎ 藤田公民館 第1土曜日　9:30～15:00 町内の人

第三藤田 秋桜倶楽部 錦六区老人憩いの家 毎週木曜日　10:00～11:30 町内の人

西紅陽台いきいきクラブ 灘崎公民館西紅陽台分館 毎週水曜日　10:00～12:00

西七区ふれあいサロン 七区コミュニティハウス 第1・3水曜日　9:30～11:30
西七区在住の高齢者

宗津ふれあいサロン 宗津公会堂 第2・4木曜日　9:00～15:00 地区の人

西高崎ふれあいサロン 西高崎ふれあいプラザ
サロンの中で不定期に実施

サロンは第2・4金曜日10：00～14：00
サロン参加者

みどりヶ丘　あっ晴れもも太郎体操クラブ

B
みどりヶ丘集会所 毎週金曜日　10:00～11:00 地区・町内の人

みどりヶ丘　あっ晴れもも太郎体操クラブ

A
みどりケ丘集会所 毎週火曜日　10:00～11:00 地区・町内の人

川張はつらつもも太郎体操 灘崎公民館川張分館 毎週木曜日　10:00～11:30 町内の人

九十九健康サークル 灘崎コミュニティハウス 第2・4金曜日　13:30～14:30 地区・町内の人

あっ晴れ！もも太郎体操inなださき 灘崎公民館 第1・第3金曜日　9:30～11:00

迫川あっ晴れもも太郎（体操） 迫川コミュニティハウス 毎週火曜日　10:00～13:00 地区・町内の人

迫川ふれあいサロン 迫川コミュニティハウス 第2・4水曜日　10:00～10:45 サロン参加者

植松老人クラブ 植松老人ふれあいプラザ 第1・3火曜日　9:00～9:35
地区・町内の人、65歳以上の

人

西植松でしゃばり隊 西植松集会所 毎週金曜日　9:45～10:30 町内の人

らくらくクラブ らくらく荘サービス付き高齢者専用住宅 毎週火曜日　10:00～11:00

彦崎町内会いきいきサロン 彦崎老人憩の家 第2・4木曜日　10:00～14:00
町内の人、自力で参加できる

方

ひこさき健康21 彦崎老人憩の家 毎週月曜日　10:00～11:00 自力で参加できる方

みらいへ
渡辺医院 サービス高齢者向け住宅 みら

い
毎週月曜日　14:00～15:00 地区・町内の人

馬馬地地会 馬場上公民館 毎週火曜日　9:30～10:00 どなたでも可

おーたに 大谷公民館 毎週水曜日　9:30～10:30 地区の人

南区　あっ晴れ！もも太郎体操　一覧
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南区　あっ晴れ！もも太郎体操　一覧

すこやか福田 福田公民館 毎週金曜日　12:00～12:40 地区・町内の人

古新田げんき体操チーム 特別養護老人ホーム古新田げんき 毎週水曜日　13:30～14:30

すずらん倶楽部 そんぽの家 GH大福 毎週月曜日　14:00～15:00 地区・町内の人

さくらサロン 妹尾星和台集会所
毎週火曜日・金曜日

10:15～11:00
地区、町内の人のみ

さわやかいきいきサロン 妹尾さわやか団地公民館 第3水曜日　14:00～15:00 地区、町内の人のみ

みんなのお家 旧JA岡山妹尾事業所 毎週月曜日　8:30～10:00 地区、町内の人のみ

サロンのりこえ 旧JA岡山妹尾事業所 第2金曜日　13:00～15:00 地区、町内の人のみ

サロン赤松 旧JA岡山妹尾事業所 第3木曜日　13:00～15:00 地区、町内の人のみ

ひまわり 妹尾地域センター2階 毎週水曜日　10:00～11:15

東新田がんばろう会 東新田公会堂 第２・４土曜日　10:00～12:00 町内の人のみ

駒形団地 駒形公会堂 第2金曜日　13:30～15:00 地区、町内の人のみ

ピーチの会 箕島コミュニティハウス
第1月曜日・第3土曜日

10:00～11:00
地区の人のみ

サロン呑海寺 呑海寺公会堂 第2木曜日　13:00～15:00 地区、町内の人のみ

光南台もも太郎体操 光南台公民館 毎週木曜日　13:00～14:00

しおかぜ光南台 支えあいサロン宮ノ浦 毎週土曜日　10:00～ 地区・町内の人 無償

がんばる　さくらんぼ会 郡公会堂 福祉会館 毎週火曜日　13:00～15:00 町内の人

南平台町内会さくら会 南平台集会所 第2木曜日　13:00～15:00 町内の人

うらら会 シーサイド集会所 毎週火曜日　10:00～11:30 町内の人

倖会 松光院 修養堂 毎週木曜日　13:00～15:00 町内の人

フレッシュ　さざんか 北浦公会堂 毎週土曜日　13:30～14:30 町内の人

あつもも 阿津公会堂 毎週火曜日　13:30～14:30 町内の人

もも小串 小串コミュニティハウス 毎週木曜日　13:30～15:00 地区の人

向ふれあいサロン 向ふれあい館 毎週火曜日　8:30～9:30 町内の人

こめざきサロン 米崎公会堂 第1・３木曜日　13:30～16:00 町内の人

おおびきサロン 相引集会所 毎週金曜日　10:00～12:00 町内の人

松浜町福寿会 松浜町公民館 毎週水曜日　10:00～11:00 町内の人

寿光会　なんでもチャレンジクラブ 築港ひかり公民館 毎週土曜日　13:00～14:00 町内の人

ＮＰＯ法人

岡山聴覚障害者支援センター　ももハウ

ス

ももハウス 毎週火・金曜日　10:00～15:00
コロナ禍のため制限あり（町内

の人）

ゆうゆうクラブ　もも太郎 築港新町北公民館 毎週木曜日　9:00～9:40 町内の人

築港新町中央町内会　熟年クラブ 築港新町中央公民館 第2月曜日　13:30～14:40 町内の人

築港緑町みどり会 築港緑町公民館 第4土曜日　10:00～11:30 町内の人

もも太郎体操南輝福寿会

（女性の会）
南輝町公民館 毎週火曜日　10:30～11:30 老人会の人のみ

菜の花会 かとう内科並木通り診療所 並木ひろば 毎週木曜日　14:30～15:30
コロナ禍のため制限あり（町内

の人のみ）
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南区　あっ晴れ！もも太郎体操　一覧

あっ晴れ!!「かえで」 かえで町内集会所 毎週水曜日　10:00～11:00 町内の人

フライデーわかば 岡南公民館 毎週金曜日　15:30～16:30

なでしこ会 佐藤病院デイケア棟3階 毎週火曜日　10:00～11:30
コロナ禍のため制限あり（町内

の人のみ）

福吉福寿会 福吉町福祉会館 第3水曜日　13:30～15:00 町内の人

浜野上よっこらしょどっこいしょクラブ 浜野上公会堂 毎週火曜日　14:00～14:30 浜野上在住の住民 無償

あっぱれ福成 福成公会堂 毎週金曜日　9:50～10:30 福成在住の住民

グリーン　カフェ 福富西公会堂 毎週水曜日　13:30～15:00

あっ晴れ！木曜会 福浜公民館
毎週木曜日

9:25～10:00 , 10:00～10:35

豊浜町和クラブ 豊浜町公会堂 毎週水曜日　10:00～10:45 町内の人

いどばた会 平福コミュニティハウス 第2・第4金曜日　10:00～12:00 地区、町内の人

みはま　あっぱれ体操 三浜町公民館 毎週木曜日　9:00～10:00 町内の人

洲崎高年部 洲崎公会堂 毎週木曜日　9:30～10:45 町内の人

さつき会 福島下町公民館 第4木曜日　10:00～12:00 町内の人

水曜会 天赦の里 第1・第3水曜日　10:00～12:00

浦安西町いちごサロン 浦安西町公民館 毎週木曜日　9:30～10:30 地区、町内の人のみ

さくら ケアハウスあじさい 毎週金曜日　10:00～12:00 地区、町内の人のみ

福田　助友会 福田公会堂 第2・第4土曜日　14:00～15:00 地区、町内の人のみ

福田ふれあい絆サロン 福田公会堂 第3水曜日　10:00～11:30 基本町内の人

さざんか敬愛 南ふれあいセンター 第2・3火曜日　10:00～12:00 地区、町内の人のみ

青江新田親和クラブ 青江新田公民館 毎週木曜日　9:00～10:00 地区、町内の人のみ

松柏会 芳泉コミュニティハウス 毎週月曜日　10:30～11:45 地区、町内の人のみ

ひまわりクラブ 芳田団地町内会集会室 毎週土曜日　13:30～ 町内の人

芳田ふれあい体操 芳田公民館 第1木曜日　13:30～14:30
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