
＜北勢町＞                                  令和 4年 1月現在 

地区名 団体名 頻度 開催日時 開催場所 

本町（阿下喜） 本町サロン 年 2回 春・秋（4，10月） 阿下喜会館 

東町 123 

（阿下喜） 

あずま倶楽部 月 2～3回 月・木 9:00～ 東町自治会館 

東町サロン 年 2回 春・秋（4,10月） 

１１:00～14:00 

東町自治会館 

西町 123 

（阿下喜） 

西町サロン 年 2回 4,10月の第２土曜 

11:00～14：30 

阿下喜会館 

西町にこにこサロ

ン 

月 1回  阿下喜会館 

赤神 123 

（阿下喜） 

赤神サロン 年 2回 春・秋（4，10月） 

１１:00～14:00 

赤神自治会館 

赤神元気体操 年 2回  赤神自治会館 

北町 123 

（阿下喜） 

北町サロン 年 2回 春・秋（4,10月） 

１１:00～14:00 

阿下喜会館 

瀬木 瀬木いきいきサロ

ン 

年 2回 春・秋（4,10月） 

１１:００～１４:00 

瀬木自治会館 

小山 小山老人会ふれ

あいサロン 

年 6回 土曜 

１０:００～１３:00 

小山自治会館 

西貝野 西貝野竹把会 年４～６回 不定期 

１３:３０～１５:３０ 

西貝野自治会館 

下平 下平長命クラブ 年３回 ６，１１，３月頃 下平説教場 

にこにこサロン 月１回 第３月曜 下平多目的集会所 

向平 向平笑寿会 年７回  向平公民館 

畑毛 畑毛老人クラブ 年３回 春、夏、秋 

９:00～１４:00 

畑毛公会堂 

畑毛ミニサロン 月１回 第３木曜 

１０:00～１２:00 

畑毛公会堂 

塩崎 塩崎ふれあい 月 2回 第１,３木曜 

10:00～15:00 

塩崎公会堂 

田辺 田辺喜寿会ふれ

あいサロン部会 

月 1回 不定期 

9:30～11:30 

田辺農業集落振興セ

ンター 

川原 川原老人クラブ 月 1回 第３木曜,13:30～ 川原多目的集会所 

二之瀬 二之瀬クラブ 年 4回 不定期 

１０:00～ 

二之瀬公会場 

二之瀬なかよし会 月 1回 第１水曜 二之瀬公会場 

小原一色 小原一色老人クラ

ブ 

年 3回 日曜日 小原一色公会堂 



東貝野 東貝野老人クラブ

白寿会 

月 1回 不定期 東貝野公民館 

麻生田 麻生田ふれあい

サロン会 

年 11回 第３土曜 麻生田公会堂 

麻野 ふれあい麻野 月 1回 第３日曜 麻野集会場 

六石 麻生田寿クラブ 年 1回 不定期（11月） 麻生田自治会館 

其原  

其原シニアクラブ 

年 2回 不定期 

１０:00～14:30 

其原自治会館 

昭電 

楚里 

大辻新田 大辻新田老人クラ

ブ 

 日曜日 東部林業会館 

南中津原 南中老人会 月 1回 木曜 

９:00～15:00 

南中津原公会場 

北中津原 北中津原老人会 年 3回 6，8，12月 北中津原自治会館 

皷 皷生き生き元気ク

ラブ 

月 1回 月曜 

13:30～15:30 

皷自治会館 

平野新田 平野いきいきサロン 月 1回 第４木曜 平野公会堂 

新町 新町老人会 年 5回 月の最終木曜 

9:00～ 

新町農業研修センター 

奥村 サロン安穏 月 1回 第１金曜 

13:30～15:００ 

善正寺 

奥村老人会 年 2回 不定期 自治会館 

麓村 麓村親老会 年 3回 不定期 麓村自治会館 

麓村自治会ふれ

あいサロン 

年 2回  麓村自治会館 

加野 加野老人クラブ 年３～4回  加野集落センター 

中山 中山老人会 年 3回 不定期  

東村西 東村西老人クラブ 年 4回  東村西自治会館 

東村西おたのしみ

会 

月 1回 第２火曜 

9:30～ 

東村西自治会館 

別名 別名ふれあいサロ

ン 

月 1回 最終金曜 

13:30～15:30 

別名自治会館 

別名シニアクラブ 年 2回 ６，３月 別名自治会館 

新貝 楽遊会 月 2回 第１,２火曜 新貝農業研修センター 

一之坂 一之坂老人クラブ 年 1回  一之坂自治会館 

垣内 垣内老人会 年 3回 ９，１０，３月 

９:00～12:00 

垣内自治会館 

 


