
 

16 地域のサロン等  内容：いきいき百歳体操、お口の体操、脳トレ、茶話会等 

No.  団体名 会場  問合せ先 

１ 西方公民館いきいき百歳体操 西方公民館 

 

川西町地域包括支援センター 

0238-42-6638 

２ 川西診療所いきいき百歳体操 川西診療所 

３ なでしこ会 平谷地公民館 

４ しあわせ会 南新町公民館 

５ 
塩の沢公民館 

いきいき百歳体操 
塩の沢公民館 

６ 萩野元気塾 萩野公民館 江本さん 090-1490-8470 

７ 乙女会百歳体操 村山さん宅 村山さん 42-2311 

８ 
サンキュウホール 

いきいき百歳体操 
サンキュウホール 柄沢さん 46-3266 

９ ローズ美容室百歳体操 ローズ美容室 齋藤さん 42-2732 

10 土田さん百歳体操 鳥よし 
土田さん 46-2377 

※年金協会の方対象 

11 小町会百歳体操 すずらん(中小松) 鈴木さん 42-3508 

12 佐藤さん百歳体操 佐藤さん宅 
川西町地域包括支援センター 

0238-42-6638 

13 大塚地区いきいき百歳体操 大塚地区交流センター 

大塚地区交流センター 

0238-42-4701 

14 
原ノ前公民館 

いきいき百歳体操 
原ノ前公民館 

15 
林崎公民館 

いきいき百歳体操 
林崎公民館 

16 
菊田公民館 

いきいき百歳体操 
菊田公民館 

17 犬川地区いきいき百歳体操 犬川地区交流センター 
犬川地区交流センター 

0238-42-2642 

18 中郡地区いきいき百歳体操 中郡地区交流センター 
中郡地区交流センター 

0238-42-2643 19 
時田公民館 

いきいき百歳体操 
時田公民館 

20 
荒窪公民館 

いきいき百歳体操 
荒窪公民館 福島さん 42-3408 



16 地域のサロン等(つづき)  

No 団体名 会場 問合せ先 

21 月曜サロン 玉庭地区交流センター 

玉庭地区交流センター 

0238-48-2130 

22 朴沢体操クラブ 朴沢公民館 

23 朴沢長命会 朴沢公民館  

24 中程サロン 中程公民館 

25 東沢いきいき百歳体操 東沢地区交流センター 
東沢地区交流センター 

0238-48-2079 

26 登坂さん百歳体操 登坂さん宅 登坂さん 48-2723 

27 きらきらサロン 吉島地区交流センター 

吉島地区交流センター 

0238-44-2840 

28 北方サロン 北方公民館 

29 
坂水公民館 

いきいき百歳体操 
坂水公民館 

30 ほほえみサロン 生きがい交流館 五十嵐さん 42-5901 

31 にぎわいの家 ござ～れ 高橋さん 42-2482 

32 あらまち茶論 旧北条文花堂 江本さん 090-1490-8470 

33 かとうホール かとうホール 加藤さん 080-3661-1186 

34 
きっさこ高齢者いきいきサロ

ン 
へえべ２階 高根さん 44-2965 

17 オレンジカフェ ※認知症の方、介護されている方、関心がある方対象。 

No 団体名 会場/問い合わせ 内容 

１ まちカフェ 

生きがい交流館 

福祉介護課 

42-6638 

認知症カフェ 

・参加者同士の交流  

・認知症の相談 

・体操や脳トレ等 

２ 西大塚カフェ 
ケアセンターとこしえ

西大塚  42-3555 

３ 茶処そよ風 
そよ風の森 

46-2121 

４ きらきらカフェ 
かがやきの丘 

42-5000 

５ グリーンカフェ 
新緑の丘/54-0081 

 

 
 



1８ その他の活動  ※元気な方の交流の場、居場所づくり 

＜各地区の高齢者のクラブ＞ 

 単位クラブ名 地区 問合せ先 

1 西第一長生会 小松地区 

川西町社会福祉協議会 

46-3040 

2 西第二長生会 

3 西第三長生会 

4 北翠会 

5 萩野むつみ会 

6 松寿会 

7 きららクラブ中小松永生会 

8 南寿会 大塚地区 

9 北寿会 

10 中寿会 

11 下小松松翠会 犬川地区 

12 松和会 

13 白寿会 

14 東部五寿会 中郡地区 

15 還暦会 

16 親笑会 

17 つくしがやクラブ 

18 上和合老人クラブ 玉庭地区 

19 中程老人クラブ 

20 若葉会 

21 松尾老人クラブ 

22 鴎盟会 

23 朴沢長命会 

24 大舟きららクラブ末広会 東沢地区 

25 下洲島還年クラブ 吉島地区 

26 三ツ井老人クラブ 

27 下尾長島天寿会 

28 下平柳 絆の会 

 
 
 

 
 
 
 



＜各地区ボランティア会等＞ 
No. グループ名 地区 問合せ先 

1 西二ボランティア 小松地区 

各地区交流センター 

2 中小松ボランティア会 

3 北区ボランティア会 

4 南区ボランティア会 

5 大塚ボランティア会 大塚地区 

6 令和いぬかわボランティア会 

7 犬川地区ボランティア会 犬川地区 

8 芍薬の会 中郡地区 

9 まいづるの会 

10 稲穂の会 

11 玉庭ボランティア会 玉庭地区 

12 東沢ボランティア会 東沢地区 

13 吉島ボランティア会 吉島地区 

14 下尾長島ボランティア会 

15 上吉田ボランティア会 

16 下吉田ボランティア会 

17 上洲島ボランティア会 

18 下洲島ボランティア会 

 
＜川西町ふれあい・いきいきサロン実施団体＞ 

No. グループ名 地区 問合せ先 

1 西二ボランティア 小松地区 

川西町社会福祉協議会 

46-3040 

お茶のみ懇談・レクリエーショ

ン・体操・講座企画など参加者

同士で自由な活動です。 

2 中小松ボランティア会 

3 北区ボランティア会 

4 南区ボランティア会 

5 大塚ボランティア会 大塚地区 

6 令和いぬかわボランティア会 

7 谷地むつみ会 犬川地区 

8 下小松五番にこにこ広場 

9 南向やかサロン 中郡地区 

10 吉島地区ふれあいサロン 吉島地区 

 11 吉島ボランティア会 

12 きっさこ高齢者いきいきサロン 

13 三ツ井ふれあいサロン 

 


