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活動紹介

（外部リンク）

旭竜あっ晴れ元気教室 旭竜コミュニティハウス 毎週火曜日　10:00～ 旭竜学区の方 無償

中島長寿会あっ晴れ体操！ 中島公会堂 毎週土曜日　10:00～12:00 長寿会の方のみ

新屋敷あっ晴れ！桃次郎の会 高島新屋敷公会堂 毎週水曜日　10:00～11:00 どなたでも受け入れは可能

わいわい（^^♪健康クラブ 高島コミュニティハウス
毎週月曜日　10:30～

※第3月曜日のみ　13:30～

有償

1回100円

あかね会 今在家公会堂 毎週金曜日　9:00～10:00 あかね会のメンバー 有償

中井いきいきサロン 中井公会堂 中井町内会の方

藤の里ふれあいサロン 藤の里公会堂 毎週木曜日　10:00～11:00

白梅サロン 三町集会所 第4金曜日　10:00～12:00 町内の方のみ

ポレスタークラブ ポレスター原尾島 毎週金曜日　10:00～12:00 マンション居住者

うのスマイルクラブ 宇野コミュニティハウス 第2金曜日　10:00～12:00
有償

100円

原シニア倶楽部 原尾島原公会堂 第2火曜日・4月曜日　13:30～14:30 地区、町内在住者 有償

原婦人会 原尾島公会堂 第1・第3水曜日　10:00～11:00 町内の女性の方 無償

西川原ふれあいサロン 西川原本町公会堂 第１・３火曜日　13:30～

竹田つなぎの輪 操山公民館 竹田分館 第１・３火曜日　10:00～11:00
竹田・武田新町・西竹田・竹田

上町内会のみ

東川原長寿会 東川原公会堂 毎週水曜日　10:00～11:00 東川原長寿会会員

親和会うの 福祉交流プラザうの 第1・3月曜日　13:00～13:30

ファミール岡山） ファミール岡山（談話室） 火・木　14:00～15:30

東山らくらく会 東山公園集会所 毎週火曜日　13:30～15:00

国富旭町内会 操山公民館 三勲分館 毎週金曜日　13:30～15:30

にこにこ健康体操の会 操山公民館 三勲分館 第3木曜日　10:00～11:30

さわやかクラブ 操山公民館 第3火曜日　10:00～12:00
有償

100円

ラ・ナシカくにとみ
介護付き有料老人ホーム

ラ・ナシカくにとみ
毎週土曜日　13:30～14:30

現在はコロナ対策のため入居

者のみ

旭操 山崎東町内会　あっ晴れ！もも太郎体操 山崎東集会場 第1・2・3水曜日　10:00～11:00 町内会の人 無償

操南 いきいきサロンひまわり会 中島公会堂 第1・3木曜日　10:00～12:00 町内の方
有償

150円/月

操明・桑野いきいきサロン 岡山FCボラルーム 第2火曜日　10:00～12:00 有償

新町交流プラザ 操明福祉委員会事務室 毎週月曜日　10：00～12：00 操明学区在住
有償

100円/回

ふれんど交流プラザ ふれんどはうす 毎週月曜日　10:00～ 操明小学校区

さくら住座生き生きサロン さくら住座公会堂 第1・第3水曜日　13:30～15:30

サロンきんようび
4月～12月旭東児童センター

1月～3月住江町公会堂
第2・第4金曜日　10:00～11:30 旭東学区の人優先

新京橋一丁目町内会 みさお会館 毎週月曜日　13:30～15:00 会員の推薦

にこにこ体操 福祉交流プラザ旭東 第1・3月曜日　10:00～11:30 地区・町内の方

いきいき会 東山公民館 第2火曜日　10:00～12:00

湊寿会 湊公会堂 毎週金曜日　13:30～ 湊寿会の会員のみ

サンディスクいきいき会 サンディスク操南台集会所 毎月第1・2・4火曜日　10:00～ 地区・町内の人
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海吉本村お茶のみ会 海吉本村公会堂 第1・3火曜日　10:30～12:00 海吉本村町内会の方

海吉出村町内会　ダイヤモンドクラブ 海吉出村公会堂 毎月第2・第4木曜日　10：00～11：00 海吉出村町内の人 無償

両備海吉サニー団地町内会元気会 両備海吉サニー団地集会所 毎週火曜日　13:30～15:00 町内会の方

山崎本町会 山崎本町公会堂 第1・2・3木曜日　10:00～11:00 山崎本町町内会の方

川東あっ晴れニコニコ体操 福泊川東集会所 毎週月曜日　10:00～12:00 町内の住民

あっ晴れ！もも太郎体操　ふくどまり 福泊公会堂 毎週月曜日　10:00～12:00 学区内であれば

令和楽々体操クラブ 操陽南山集会場 毎週金曜日　13:30～14:30

池の内いきいきサロン 池の内公会堂 毎週月曜日　13:00～14:30 町内会の方

いきいきクラブ乙多見 乙多見公会堂 毎週水曜日　10:00～12:00 町内会員のみ

東乙多見町内会 東公民館乙多見分館 毎月第4木曜日　10:00～11:30 どなたでも受け入れは可能

あっぱれ桃太郎クラブ さいでん老人憩の家 第1.3木曜日　10:00～11:30 65歳以上

長岡長寿会 長岡公会堂 毎週木曜日　9:00～10:00 町内の人

関サニー団地いきいきクラブ 関サニー団地コミュニティハウス 第2.4水曜日　13:30～15:00 いきいきクラブ会員のみ

関北寿会 関北公会堂 毎週水曜日　13:30～14:10 町内会員のみ

関つながり隊 関町内会公会堂 毎週水曜日　14:30～15:30 無償

いきいきサロン・もくよう会 兼基公会堂 第4木曜日　13:00～14:30

若返ろう会 ケアハウス恵園（集会室） 毎週月曜日　10:30～11:00 メンバーからの紹介

あっ晴れ!もも太郎体操同好会 ユーカリ薬局 第2.4木曜日　13:30～14:30

藤原団地旺美会 藤原団地町内会集会所 第1金曜日　10:00～11:30 町内会の老人会員のみ

前土田町内会 前土田集会所 毎週火・日曜日　10:00～10:40 無償

竜南福寿会 三町集会所
第1.2.3.水曜日 第4木曜日

10:00～10:40
無償

バンブー水曜会 下竹原公会堂 毎週水曜日　10:00～11:30 無償

いきいき小鳥の森 上道公民館 第1・2・3火曜日　10:00～12:00
有償

500円/年

御休 西祖ふれあいいきいきサロン 御休コミュニティハウス 毎週水曜日　13:00～15:00

老人クラブさつき会 城東台コミュニティハウス 毎週水曜日　9:00～10:00 城東台の方のみ 無償

城東台東ふれあいサロン 城東台東集会所 毎週月曜日　10:00～11:00 無償

沼春秋会 浮田ふれあいプラザ 第2金曜日　10:00～11:30 無償

上道北方春秋会 浮田コミュニティハウス 第4木曜日　10:00～10:40 無償

青葉団地町内会もみじの会 青葉団地集会所 毎週火曜日　13:30～14:10 青葉団地の住民のみ 無償

草ケ部春秋会 草ケ部公会堂 第1・第3月曜日　10:00～11:00 無償

集いの場サンドバックス 砂場公会堂 毎週土曜日　10:00～12:00 無償

ふれあいサタデー元気で輝き体操 平島コミュニティハウス 毎週土曜日　10:00～11:00
有償

300円/年

生々サロンむつみ会 平島団地公民館 第2木曜日　9:30～12:00 町内の方のみ
有償

200円

小鳥の森健康サロン 小鳥の森団地集会所
毎週金曜日　9:00～9:45

※第1金曜日は14:00～16:00
無償

友愛の会 南古都団地集会所
毎週火曜日　13:30～15:30

第1･3木曜日13;30～14:30
町内会の会員のみ

有償

100円/年
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やまももの会 浜之内安全安心の家 毎週木曜日　13:30～15:00 町内の方

ゆりかご体操 デイサービスゆりかご 毎週木曜日　10:30～12:00 地区・町内の方

益野町満和会 益野公会堂 第2.4木曜日　13:00～14:00 会員に限る

益野いきいきサロン本村 益野公会堂 第4金曜日　10:00～12:00

ほがらかクラブ 益野新長公会堂 毎週月.金曜日　13:30～15:00 医療生協会員

益野南体操クラブ 益野南集会所 毎週火曜日　9:30～11:10

連合あっ晴れ！もも太郎体操 西大寺団地南第1.2集会所 第1・2・4土曜日　13:30～15:00 第1.2.3.町内のみ

ふれあいサロンなんようだい 南陽台集会所 毎週木曜日　10:00～11:00

あっ晴れ桃太郎サニー 西大寺サニー団地集会所 毎週木曜日　9:40～11:00

にこにこ会広谷南町 広谷南町集会所 毎週金曜日　10:00～11:00 町内会の人のみ 無償

松新町北宝寿会 松新町北町内会集会所 火曜日　10：00～11：30

カランコエ　松新町 ひかりテラス カランコエ松新町 毎週月曜日　10:30～11:30

サロンなごみの会 大多羅第二集会所 第4火曜日　13:30～15:30 町内会の方

なかよし 鉄公会堂
第4水曜日（12月は第3水曜日）

10:30～11:30

藤井ニコニコの会 藤井公会堂
毎週火曜日（第1火曜日を除く）

10:00～11:00

幸島
幸島老人クラブ

（幸島老人会（亀笑会・なぎさ会））
幸島コミュニティハウス 毎月2日・22日　14:00～15:30 地区の方

四ツ谷いきいきサロン 四谷ファミリーハウス 毎週月曜日　10:00～12:00 地区・町内の方

楽しく元気もも太郎体操クラブ 山南公民館
第1月曜日　第2・3・4火曜日

10:00～12:00

大宮 一宮げんきクラブ 丸山公会堂
第１・３金曜日　第２・４水曜日

10:00～11:30

ガンツ・マミー 久々井公会堂 第２・４金曜日　10:00～12:00 地域の方

お大師堂（宝伝大師堂友之会） お大師堂 第2金曜日　10:00～15:00 地区の方

西大寺もも太郎体操クラブ 西大寺公民館 毎週金曜日　10:10～11:30

おーい元気かい 東幸町クラブ 毎週月曜日　10:00～11:30

にこにこ会 さわやかグループホームあゆみ 毎週木曜日　13:30～14:30

金岡健幸サロン 西大寺南コミュニティハウス 第1木曜日　10:00～12:00 町内の方
有償

100円

金岡にこにこクラブ シルバーライフかなおか 毎週火曜日　10:00～11:00
有償

100円

ふれあい・いきいきサロン 新地公会堂 毎月第2・4火曜日　10:00～11:00 新地・大寺地区の方

杜の体操 吉井川プラザ 毎週水曜日　10:00～11:00 密にならないよう人数制限あり
有償

年間500円

長沼いきいきサロン 円定寺公会堂 毎週金曜日　10:00～11:00 無償
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森末健康体操 森末コミュニティハウス 毎週金曜日　10:00～11:00 森末地区在住者 無償

旭ヶ丘あっ晴れ！もも太郎同好会 旭ヶ丘コミュニティセンター 第4水曜日　10:00～12:00

旭ヶ丘ストレッチクラブ 旭ヶ丘コミュニティセンター 毎週金曜日　11:00～12:00 旭ケ丘町内の住民

沖もも太郎体操） 沖塾（きよまろ塾） 毎週水曜日　10:00～11:30

下区サロン　むつみ会 下公会堂 第1・2・4木曜日　10:00～11:30 原則下区住民

観音寺もも太郎クラブ 観音寺コミュニティハウス 毎週木曜日　13:30～15:00 町内の方

光明谷もも太郎クラブ 光明谷コミュニティハウス 毎週金曜日　11:00～12:00 地区町内の方

江尻ふれあいサロン 江尻親和コミュニティハウス
第3木曜日（年間8回）

9:30～12:00

ささおか桃太郎クラブ 笹岡コミュニティハウス 毎週金曜日　13:30～16:00

宿奥ふれあいサロン 宿奥公会堂 毎週木曜日　10:30～12:00 無償

瀬戸区元気会 瀬戸コミュティハウス 毎週月曜日　10:00～11:30

弓削わいわいサロン 弓削コミュニティハウス 第4金曜日　10:00～12:00

宗堂若葉会老人クラブ 宗堂コミュニティハウス 第１月曜日　10:00～11:30

鍛冶屋しゃんしゃん 鍛冶屋コミュニティハウス 第1・3水曜日　10:00～11:30
鍛冶屋在住の人であれば受け

入れ可能

常楽会 二日市公会堂 毎週火曜日　14:00～15:00
町内の人

千種楽々クラブ 万富公民館
第1・第3・第4週の月曜日

14:00～16:00
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