
支部名 サロン名 開設場所 支部名 サロン名 開設場所

市塚月曜会 市塚集会所 寿会 光下田集会所及びいこいの家

悠友サロン 吉祥庵/会員宅 いきいき白寿会 下町集会所
熟年会 永易集会所 願連寺ふれあいいきいきｸﾗﾌﾞ 願連寺集会所
いきいき元気高齢者の会 下島山グラウンド 白金さわやかクラブ 中打墓地内等
サロンおいでやす 玉津団地集会所 健康スマイル会 丹原公民館
大谷いきいきサロン 大谷集会所 友亀サロン 上町集会所
天神台ハイツふれあい会 天神台ハイツ集会所 おしぶふれあいサロン 今井集会所等
絵手紙サロン オレンジハイツ集会所 クローバー 願連寺下田集会所
西六癒し交流会 西六集会所 いきいきサロンコスモス 上町集会所
マーガレット 野口集会所 大地 願連寺集会所
子育て座談会 飯岡公民館 今井ふれあい教室 今井集会所
いきいきサロン昔むかし 池之内素鷲神社 ナデシコお笑いサロン 丹原公民館
サロンドンパンクラブ 藤原商店空き倉庫 サロンチェリー 願連寺集会所
笑顔で卓球・ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ ひうち体育館 池田はなみずき 池田集会所
いきいきサロングループみず 西条公民館等 いきいき会 池田集会所
西条響サロン 西条公民館 サロン12年会 会員宅/集会所
アクアサロン 総合福祉センター いきいき公ちゃん 丹原公民館
手をつなぐサロン 会員宅/総合福祉センター サロンいこいの家 光福いこいの家
神拝つくしサロン 神拝公民館 上町えびすサロン 上町集会所
神拝竹の子会 下喜多川集会所 願連寺あさがお 願連寺集会所
リメイクさざんか 大町公民館 丹原ひまわり会サロン 丹原公民館
月曜ふれあいサロン 若葉町集会所 柿の里 田滝集会所
わかばなかよしサロン 若葉町集会所 フリージア 田滝集会所
福武健康なんでも体操 若葉町集会所 にこにこ徳田っ子クラブ 徳田小学校体育館/徳田公民館

天皇いきいきサロン 天皇集会所 笑いヨガ徳田ハッピィサロン 徳田公民館
大町サロン風 大町ポレスター西条15階スカイラウンジ 古田みんなの笑日の集いサロン古田会堂
船形つくし会 船形集会所 徳能つわぶきサロン 徳能集会所
いきいきサロン津越カラオケふれあい会 津越集会所 サロンあや小町 馬場集会所
ふれあいいきいきサロン木曜クラブ西部体育館（氷見） 川根さくら会 西川根集会所
寄ろず会 神戸公民館 綾延元気クラブ 綾延神社境内/馬場集会所

釜の口・紫陽花・サロン 釜の口集会所 田野さくら 田野公民館
楠サジェストサロン 楠集会所 余暇活倶楽部 国広北野集会所等
瑞穂サロン 禎瑞公民館 兼久さくら会 兼久集会所
ふれあいいきいきサロン乙女倶楽部 禎瑞公民館 くすの木サロン 土居集会所
サロン銭太鼓クラブ 橘公民館 おしゃべりサロン 中長野集会所
いきいきサロンまみ 橘公民館 おひさまクラブ 農村婦人の家
サロンならのき十日会 楢木集会所 高松なでしこ会 高松集会所
サロンステンドグラス 橘公民館 水たまりいきいきサロン 来見水溜地蔵
西田サロン 西田集会所 おしゃべり・ひろば 円通寺
トンカカ舞踊サロン 橘公民館 ひまわり会 桜樹公民館
ゆるゆる健康体操サロン 橘公民館 レモンちゃんクラブ 大倉集会所
ふれあいデー古町 古町集会所 Ｋ．Ｋサロン 来見集会所
すみれ会 久保集会所 ニコニコサロン 来見集会所
サロンにしまち 西町集会所 臼坂ふれあいサロン 臼坂集会所/和霊神社境内

氷見ナツメロ会 氷見公民館 薬師堂サロン 志川薬師堂
サロンあじさい 氷見公民館 大師堂サロン 志川大師堂
いきいきサロン福寿草 氷見交友館 志古川サロン 志川集会所
ふれあいいきいきサロンコスモス 氷見公民館 吟舞サロン 中川公民館

大保木 大保木わかばサロン 大保木公民館 Ｋ・2サロン 来見集会所
サロン野ぎく 周布公民館等 陽だまりの会 寺尾集会所
喫茶椿会 周布公民館 さくら 南川集会所
遊友サロン 久枝集会所 ふれあい松 一本松ふれあい広場他
サロンダリア 中央公民館 太鼓さわやかグループ 小松公民館
周布サロン桜の会 中城公園 生き生き体操グループ 小松地域福祉センター
周布老友会ふれあいサロン 周布ふれあい公園 ＥＭサロン 小松公民館
周布新田10日会サロン 周布新田集会所 イキイキ椿サロン 小松開発センター
吉田さくらサロン 吉田集会所 元気かあちゃん 南川集会所
周布花ボランティアサロン 周布小学校 Mamaフレンド 小松公民館
広江健康クラブ 広江ふれあい公園 岡村ひまわりサロン 岡村集会所
元気サロン広江 広江ふれあい公園 ヨガサロン 小松福祉センター
石田楽天サロン 石田集会所/ふれあい公園 シニアパソコンサロン 小松公民館
吉井クッキングサロン 吉井公民館 カラオケサロン 旧藩集会所
吉井フォトシニアクラブ 吉井公民館 サロン新屋敷 新屋敷集会所
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いきいきオアシスサロン 南地域交流センター 一本松友輪サロン 一本松集会所/ちびっこ広場

Sun　Peace 多賀公民館 藍刈ひまわりサロン 藍刈県営集会所
親路の会サロン 会員宅 生き生き体操 石根公民館
北条新田フジサロン 北条新田集会所 なかよしサークル 石根改善センター
三津屋すみれサロン 三津屋集会所 和みの会 石根改善センター
三津屋四つ葉サロン 三津屋集会所
あい 栄町集会所
いきいきサロン遊々 壬生川公民館
いきいきサロンひまわり 興照寺
いきいきサロン仲よし 円海寺集会所
いきいきサロンおてだま 会員宅
いきいきサロン藤 喜多台集会所
喜多台旭いきいきサロン 旭集会所
壬生川しらさぎ会サロン 壬生川公民館
壬生川いきいきサロン星 北星会館

国安 ひだまり 新市集会所
吉岡 ママだっこ 吉岡公民館

チャーリーｽﾞ 三芳改善センター
チャレンジド 三芳公民館等
三芳北地区七日会 三芳北集会所
三芳サロン 三芳公園及び公民館

楠河 サークルＫＫ 楠河公民館
だんだんクラブ 庄内公民館等
たんぽぽクラブ 庄内公民館
あすなろ会 庄内公民館
いきいきサロンいきがい 庄内公民館
サロン黒谷なごみ会 黒谷集会所、黒谷庵
いきいきサロンさつき会 庄内公民館等
庄内なかよしサロン 庄内公民館
宮之内椿の会サロン 宮之内集会所
いきいき脳トレサロン
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