
ふれあい・いきいきサロン地区別一覧表（市社協登録サロン） 令和４年４月1日現在

1 大殿 石観音堂 なごみの会 高齢者 石観音堂集会所

2 大殿 下金古曽町 やすらぎの会 高齢者 下金古曽町内会集会所

3 大殿 上天花町 天花ほうべん会 高齢者 上天花町公会堂

4 大殿 上金古曽 上金古曽よってって 高齢者 上金古曽公会堂

5 大殿 八幡馬場町 ふれあいサロン八幡 高齢者 八幡馬場町内会

6 大殿 古熊 ふれあい・いきいきサロン さんＣクラブ 高齢者 福永利明様方（心行庵）

7 大殿 新馬場 サロンＤＥしんばば 高齢者 ＮＰＯ法人山口まちづくりセンター

8 大殿 大殿 （子育てサロン）ブー・フー・ウー 未就園児と保護者 大殿地域交流センター

9 白石
荒高
ヴィラージュ

荒高倶楽部 高齢者 長寿寺広間

10 白石

中市・御局小路・今小
路・新天街・新丁・米屋
町・新町・リュシオル中
市

幸の会
さちのかい

高齢者 白石地域交流センター

11 白石
天神通り・東総太夫・今
市 結の会

ゆいのかい
高齢者

①東山市営住宅集会所
②万徳寺

12 白石 龍王 白龍
はくりゅう

高齢者 龍王会館

13 白石 中園市営住宅団地 中園 高齢者
中園市営住宅団地自治会集会所
（山口市中園町8-21　A-401号）

14 白石 鰐石 わにいしの会 高齢者 集いの蔵

15 白石 西糸米 西糸米喜楽会
にしいとよねきらくかい

高齢者 西糸米公民館

16 白石 黄金町 こがねクラブ 高齢者 徳本邸

17 白石 中清水 希望の会 高齢者 中清水集会所

18 白石 西総太夫 まめな会 高齢者 象峰庵
（雨村明倫邸：山口市惣太夫町10-24）

19 白石 上清水 上清水生生（ｲｷｲｷ）サロン 高齢者 白石地域交流センター

20 白石 西白石 絆 高齢者 民生委員宅

21 白石 下清水 下清水高齢者ふれあい・いきいきサロンにこにこ会 高齢者 隣保館

22 白石 中讃井 中讃井いきいきサロンのぞみの会 高齢者
ふしの会館
山口隣保館

23 白石 東糸米 いきいきサロンにしき川 高齢者 山口市白石中学校

24 白石 白石 （子育てサロン）あゆみの会 子育て中の親子 白石地域交流センター

25 湯田 西朝倉 さくらの会 高齢者 西朝倉会館（生目八幡宮地内）

26 湯田 一本松 一本松　　　　　　 地域住民 一本松公民館

27 湯田 熊野町 悠ゆうサロン熊野 高齢者 熊野町集会所

28 湯田 前町 秋葉 高齢者 前町集会所

29 湯田 元町 元町 高齢者 湯田地域交流センター

30 湯田 湯田 角下市町内会いきいきサロン
つのしもいちちょうないかいいきいきさろん

地域住民 天理教陽心館

31 湯田 湯田 いきいきサロン東朝倉 高齢者 湯田地域交流センター

32 仁保 一貫野 一貫野会 60歳以上高齢者 一貫野集会所

33 仁保 高畠/北河内 かじか会 地域住民 高畠公民館

34 仁保 丸山 丸山出逢いの会 高齢者、地域住民 丸山公民館

35 仁保 高松 高松やすらぎの会
たかまつやすらぎのかい 高齢者 高松集会所

36 仁保 両浴 両浴ふれあいの会 高齢者 両浴自治会集会所（牧川）

37 仁保 土井東 森山サロン 高齢者 土井東公民館

38 仁保 高野 こぶし会 高齢者 高野公民館

39 仁保 原河内・坂本・松柄 おもと会 高齢者 原河内集会所

会場名No 地区 名称小地区 対象者



40 仁保 井開田西 井開田西 高齢者、地域住民 仁保地域交流センター

41 仁保 大富 大富いきいきサロン 高齢者 大富公民館

42 仁保 深野団地 深野
ふかの

団地
だんち

サロン 高齢者 深野団地公民館

43 仁保 井開田東 井
い

開田
かいだ

東
ひがし

サロン 高齢者 井開田東公会堂

44 小鯖 上鯖山 友和会
ゆうわかい 高齢者 小鯖6区（上鯖山）公民館

45 小鯖 16区 うつぎの会 高齢者 小鯖16区公民館

46 小鯖 11区 サロンひいらぎ 高齢者 小鯖11区公民館

47 小鯖 禅昌寺 おさば・すみれ 高齢者 禅昌寺自治会館

48 小鯖 ７区 お元気サロン　　　　 高齢者、地域住民 小鯖７区公民館

49 小鯖 菅内 菅内ほたるの会　 高齢者 菅内公民館

50 小鯖 １５区 のはな 地域住民 東鯖(15区）公民館

51 小鯖 ９区 なるたき 高齢者 小鯖9区公民館

52 小鯖 １区 １区いきいきサロン 高齢者 小鯖1区公民館

53 小鯖 向山 向山おむすびの会 高齢者 向山公民館

54 小鯖 ３区 宮
みや

河内
がうち 高齢者 小鯖3区公民館

55 小鯖 三本松 みんなの居場所　陽だまり 高齢者・地域住民 三本松町自治会館

56 小鯖 小鯖 （子育てサロン）あ・そ・ぼ
子育て中の親子と未就
園児

小鯖地域交流センター

57 小鯖 10区 ふれあい・いきいきサロンさばじ 高齢者、地域住民 小鯖10区（鯖地）公民館

58 大内 下矢田 きらきらサロン 高齢者、地域住民 下矢田公民館

59 大内 御堀 御堀青苔会カラオケ同好会 高齢者 御堀公民館

60 大内 下千坊 下千坊カラオケ同好会 地域住民 下千坊公民館

61 大内 大道 大道 高齢者 高齢者生きがいセンター　大内館

62 大内 新矢田 新矢田 高齢者・地域住民 大内地域交流センター

63 大内 茅野神田 茅野神田
かやのこうだ

高齢者、地域住民 茅野神田公民館

64 大内 大内 大内あすなろ会　　　 高齢者 高齢者生きがいセンター　大内の館

65 大内 高芝 高芝 高齢者 高芝公民館

66 大内 宮島町 宮島町サロン若葉 高齢者 宮島町公民館

67 大内 姫山団地 ひめやま 高齢者
山口市大内中継ポンプ場
（姫山団地集会所）

68 大内 氷上 ひかみ 高齢者 氷上公民館

69 大内 菅内団地 サロン「かおる」 高齢者 ふれあい館（団地集会所）

70 大内 中矢田 いこい 高齢者 中矢田公民館

71 大内 小野 おの 高齢者 小野公民館

72 大内 菅内 いきいきサロン菅内の会 高齢者 菅内公民館

73 大内 大内 （子育てサロン）大きくなあれ 子育て中の親子 大内地域交流センター

74 大内 大内 （子育てサロン）じゃがいも 子育て中の親子 御堀公民館

75 宮野
宮野全体
（熊坂・上恋路・住吉）

宮野こいこいクラブ 高齢者
宮野地域交流センター
熊坂集会所
上恋路公会堂

76 宮野 宮野 ふれあい・いきいきサロン桜畠のんびりー会
ふれあい・いきいきさろんさくらばたけのんびりーかい 高齢者 桜畠公会堂

77 宮野 中央 宮野中央一木・三水会 町内地域住民 宮野中央集会所

78 宮野 七房 ななふさ虹の会 高齢者 七房公会堂

79 宮野 大山路 大山路いきいきくらぶ
おおやまじいきいきくらぶ 高齢者 大山路公会堂

80 宮野 東桜畠 東桜畠にこにこ会 高齢者 東桜畠公会堂

81 宮野 河原 かわら 高齢者 河原公会堂

82 宮野 下折本 下折本すみれ会 高齢者、地域住民 下折本公会堂



83 宮野

上折本
（東折本・宮野団地・第

３住宅）

コスモス 高齢者 上折本公会堂

84 宮野 上桜畠 いきいきサロン上桜 地域住民 上桜畠公会堂

85 宮野 平野 ふれあい・いきいきサロン宮野サニータウン 高齢者 宮野サニータウンホール

86 宮野 江良 いきいきサロン江良 高齢者 江良公会堂

87 宮野 平野 ふれあい・いきいきサロン 平野らくらく会 高齢者 平野公会堂

88 宮野 西恋路 いきいきサロン西恋路 高齢者、地域住民 西恋路会館

89 宮野 石丸 いきいき石丸サロン 高齢者 石丸公会堂

90 宮野 北恋路 ふれあい・いきいきサロン北恋路 高齢者 北恋路市営住宅集会所

91 宮野 下恋路 いきいきサロン下
しも

恋路
こいじ

高齢者、地域住民 下恋路公会堂

92 宮野 竜花 ふれあい・いきいきサロン竜花 高齢者 竜花公会堂

93 宮野 泉・岩杖・七房団地 ふれあい・いきいきサロンさくら 高齢者 紅花舎

94 宮野 住吉 ふれあい・いきいきサロンすずみ 高齢者 宮野地域交流センター

95 吉敷 大橋町 秋桜の会
こすもすのかい

高齢者、地域住民 大橋町会館

96 吉敷 下東 いきいきサロン下東 高齢者・地域住民 下東会館

97 吉敷 中村 中村カラオケ同好会 高齢者 中村ふれあいホール

98 吉敷 中尾 中尾杏の会 高齢者 中尾公民館

99 吉敷 佐畑 山びこの会 高齢者 佐畑ふれあいセンター　　　　

100 吉敷 赤田 あかだ 高齢者、地域住民 赤田公民館

101 吉敷 稲葉 ふれあいいきいきサロンあじさいの会 町内住民 稲葉ふれあい会館

102 吉敷 上東 サロン寿 高齢者 上東公民館 上東第2児童公園　他

103 吉敷 上東 ひまわりの会 高齢者 上東公民館

104 吉敷 中村 中村なごみ元気グループの会 地域住民 中村ふれあいホール

105 吉敷 緑ヶ丘 緑ヶ丘なごみの会 高齢者 緑ヶ丘公民館

106 吉敷 木崎 ふれあい・いきいきサロン木崎 地域住民 木崎公民館

107 平川 古曽中原 古曽中原いきいきサロン 高齢者 古曽中原公会堂

108 平川 上平井 上平井いきいきサロン 高齢者 上平井公会堂

109 平川 岡大塚 岡大塚いきいきサロン 高齢者 岡大塚公会堂

110 平川 中村 中村 高齢者 中村公会堂

111 平川 神郷 ひなたぼっこ 地域住民 神郷公会堂

112 平川 平井西 平井
ひらい

西
にし 高齢者 平井西公会堂

113 平川 開作 どんぐり広場
高齢者、子育て中の親
子

平川地域交流センター

114 平川 堂紺 堂紺 高齢者 堂紺公会堂

115 平川 西 茜サロン 高齢者 西自治会公会堂

116 平川 小出 小出 高齢者 小出自治会館

117 平川 平井住宅 平井住宅自治会ふれあい・いきいきサロン 高齢者、地域住民 平川地域交流センター

118 平川 中野 ふれあい・いきいきサロン中野 高齢者・地域住民 中野公会堂

119 平川 北小路 ふれあい・いきいきサロン北小路なごみの会 地域住民 平川地域交流センター

120 平川 平野 憩いのサロン平野
いこいのさろんひらの 高齢者 平野公会堂

121 平川 閏団地 ふれあい・いきいきサロン水曜会 地域住民 九田の館

122 平川 大塚沖 にこにこサロン大塚
おおつか

高齢者 城美容室

123 大歳 高井 朝田囲碁将棋天狗会
朝田福寿会会員、市内
60歳以上、地域住民

高井公会堂

124 大歳 高井 高井（きらく）喜楽会 高齢者・地域住民 高井公会堂

125 大歳 下湯田 下
しも

湯田
ゆだ

ひだまりの会
かい

高齢者、地域住民 下湯田集会所



126 大歳 中矢原 中矢原あつまろう会 高齢者 中矢原公会堂

127 大歳 三作 三作・幸寿会 高齢者 三作公会堂

128 大歳 上湯田上 上湯田上 高齢者、地域住民 吉冨宅

129 大歳 和田 和田いちご会 高齢者 和田公会堂

130 大歳 鴨原 いきいきサロン鴨原会 高齢者 地域交流スペース交流列車大歳

131 大歳 上矢原 上矢原「はつらつ会」 高齢者 上矢原公会堂

132 大歳 勝井 勝井サロンふれあいの会 高齢者 交流列車大歳(大歳駅)

133 大歳 今井下 椿　会 地域住民 今井下公会堂

134 大歳 大歳 （子育てサロン）太陽クラブ 子育て中の親子 大歳地域交流センター

135 陶 陶 あじさいの会 60歳以上 陶ふれあいセンター

136 陶 丸尾北 みのり 高齢者 丸尾北会館

137 陶 沖 沖いきいきサロン会 高齢者 沖会館

138 陶 丸尾沖 のばら 高齢者 丸尾沖会館

139 陶 陶 （子育てサロン）げんきっず☆すえ 子育て中の親子 陶地域交流センター

140 鋳銭司 畑 西ノ浴 むつみ 高齢者 西ノ浴会館

141 鋳銭司 大円 大円会
大円周辺地区在住の希
望者

大円会館

142 鋳銭司
河原
（今宿東・今宿西）

ながさわ 高齢者、地域住民 河原会館

143 鋳銭司 天神原 天神原　　　　　　　 高齢者 天神原集会所

144 鋳銭司 和西 和西　　　　 高齢者 和西会館

145 鋳銭司 南 南 高齢者 自治会館「南」

146 鋳銭司 黒山 サロン黒山笑話会 高齢者 黒山公会堂

147 名田島 名田島 名田島いきいき健康サロン
なたじまいきいきけんこうさろん 高齢者 高齢者生きがいセンターいきいきやかた

148 秋穂二島 岩屋 岩屋あそぼう会 岩屋在住者 岩屋公会堂

149 秋穂二島 長浜 長浜まんぼう会 60歳以上 長浜公会堂

150 秋穂二島 二島 二島 高齢者 二島公会堂

151 秋穂二島 惣在所 おいでませ 地域住民 惣在所公会堂

152 秋穂二島 禰宜 禰宜 地域住民 高齢者生きがいセンターもやいの里

153 秋穂二島 仁光寺 ふれあい・いきいきサロン仁光寺 高齢者 仁光寺公会堂

154 嘉川 嘉川 なごみ歌謡同好会 50～60歳 高齢者生きがいセンターなごみの家

155 嘉川 高見 高見 高齢者 高見公民館

156 嘉川 相原 相原 高齢者 相原公民館

157 嘉川 福岡 ふく福サロン　　　 地域住民 福岡公会堂

158 嘉川 高根 たかね
高齢者、地域住民、福
寿会

高根公民館

159 嘉川 岡 岡　　 高齢者 岡公民館

160 嘉川 上渡 サロン上渡り 高齢者・地域住民 上渡り集会所

161 嘉川 寄江 よりえ 高齢者 寄江公会堂

162 嘉川 赤坂 赤坂いきいきサロン
高齢者、地域住民、子
育て中の親子

赤坂公会堂

163 嘉川 大原 ふれあい・いきいきサロン大原 高齢者 大原公会堂

164 嘉川 免地 免地にこにこ会 地域住民 免地公民館

165 佐山 ハビテーション たんぽぽの会 高齢者 佐山ﾊﾋﾞﾃｰｼｮﾝ集会所

166 佐山 渚 渚ふれあいいきいきクラブ 地域住民 渚公会堂

167 佐山 新地 新地 高齢者 新地公会堂

168 佐山 由良 由良ひまわりの会 高齢者、地域住民 由良自治会館

169 佐山 佐山西 ぎおん会 高齢者 佐山西集会所



170 佐山 小路 コスモス会 高齢者 小路公会堂

171 佐山 須川 さつきの会 地域住民 須川区公会堂

172 佐山 鳩岡 鳩岡ふれあい・いきいきサロンポッポの会 高齢者 鳩岡公会堂

173 佐山 佐山東 虹の会
にじのかい 高齢者 狭山区公会堂

174 佐山 佐山 （子育てサロン）ママ☆キッズクラブ 子育て中の親子 佐山地域交流センター

175 小郡 八方原 ひまわりサロン 高齢者、地域住民 八方原公民館

176 小郡 大正中 ふれあいクラブ 地域住民 大正中公会堂

177 小郡 明治北 よつばの会 高齢者 明治北公民館

178 小郡 新町西 コスモス会 高齢者 新町西公民館

179 小郡 中央通 やよいサロン 高齢者 中央通区公民館

180 小郡 新町東上 ゆめサロン 新町東公民館

181 小郡 仁保津 気らくな会 高齢者 上郷児童館

182 小郡 尾崎 ファミリー尾崎
おざき

高齢者 尾崎区公民館

183 小郡 津市上 にこにこサロン 高齢者 津市上区公民館

184 小郡 光が丘中・東 光が丘中・東ほがらかサロン 高齢者、地域住民 光が丘中・東公民館

185 小郡 明治西 明
めい

西
せい

サロン 高齢者 明西会館

186 小郡 蔵敷 ふく寿草 蔵敷公民館

187 小郡 東津下 すこやかサロン 高齢者 東津公民館

188 小郡 仁保津 友愛サロン 仁保津東公民館

189 小郡 柳井田 柳井田さるびあサロン 高齢者 柳井田公民館

190 小郡 東津中区 東津中なかよしサロン 高齢者、地域住民 東津公民館

191 小郡 山手上 きらめきサロン 高齢者 山手上公民館

192 小郡 高砂町 高砂町友愛サロン 高齢者、地域住民 小郡南集会所

193 小郡 山手下 わいわいサロン 山手下公民館

194 小郡 平原 平原なかよし会 高齢者 平原公民館

195 小郡
緑町
（三軒家・船倉町）

いきいきサロン　グリーンクラブ 小郡南集会所

196 小郡 岩屋 岩屋若返りの会 高齢者、地域住民 岩屋公民館

197 小郡 明治東 明治東いきいきサロン 地域住民 明治東公民館

198 小郡 新町東下 しんしも道草サロン 三灯家・新町東公民館

199 小郡 津市下 虹の会 地域住民 津市下公民館

200 小郡 大正上 サロン・すみれ 地域住民 大正上自治会館

201 小郡 円座東・西 円座笑顔カフェ 高齢者、地域住民 円座東町集会所

202 小郡 長谷 ながたにサロン 高齢者 長谷区公民館

203 小郡 光が丘南 ふれあいサロン光が丘南 地域住民 光が丘南区公民館

204 秋穂 大河内北 コスモスの会 大河内北公民館

205 秋穂 天神町 天神グループ 天神町公民館

206 秋穂 中条 すみれ会 中条公民館

207 秋穂 浜内 舟倉会 浜内公民館

208 秋穂 赤崎 赤崎十二の会 赤崎公民館

209 秋穂 日地 てごの会 高齢者 日地公民館

210 秋穂 金山領 あすなろ会 金山領公民館

211 秋穂 下村 下村ふくしの会 高齢者 下村公民館

212 秋穂 中津江 サロン中杖 高齢者・地域住民 中津江公民館

213 秋穂 宮之旦 だんだんの会 宮之旦公民館

214 秋穂 黒潟北 なのはな会 高齢者 黒潟北公民館



215 秋穂 北条 あうんの会 北条会館

216 阿知須 鴨生原 鴨生原いきいきサロン 地域住民 鴨生原公民館

217 阿知須 河内 河内いきいきサロン 河内公民館

218 阿知須 東条 東条あつえ会
高齢者・子育て中の親
子

東条公民館

219 阿知須 沖の原 沖の原いきいきサロン 高齢者 沖の原公民館

220 阿知須 岩倉辻 岩倉山いきいきサロン
高齢者、子育て中の親
子

岩倉公民館

221 阿知須 小古郷 小古郷いきいきサロン 小古郷コミュニティーセンター

222 阿知須 野口・玉川・杖川 玉川いきいきサロン
井関公民館
杖川コミュニティセンター
もう１カ所会場使用あり

223 阿知須 縄田 縄田
なわだ

いきいきサロン 地域住民 縄田コミュニティセンター

224 阿知須 浜 浜いきいきサロン 高齢者 浜公民館

225 阿知須 浜表 赤浜いきいきサロン

226 阿知須 西祝 西祝サロン「うこん」 西祝コミュニティセンター

227 阿知須 旦 旦ふれあいサロン 地域住民 旦公民館

228 阿知須 砂郷 砂郷いきいきサロン 高齢者、地域住民 砂郷公民館

229 阿知須
青畑　焼野　引野
向井関　仙在

ひまわりいきいきサロン
引野公民館
 向井関公民館
仙在公民館

230 阿知須 中村 明神いきいきサロン 中村公民館

231 阿知須 西条 ゆうゆう会 高齢者、地域住民 西条（西條）公民館

232 阿知須 前山・小山 ふれあい・いきいきサロンお元気か～い（会） 地域住民 小山コミュニティセンター

233 阿知須 阿知須 ことぶき会サロン 高齢者 元気ハウスC棟

234 徳地 藤木 藤木なかよし会 藤木老人憩いの家

235 徳地 立石 立石すずしろ会 立石集会所

236 徳地 関 サロン関 関公会堂

237 徳地 安養地 しょうぶの会 高齢者 地域交流センター串分館

238 徳地 藤木 里山サロン 藤木公会堂

239 徳地 徳地全域 シニア健康サロン徳地 地域住民 徳地地域交流センター

240 徳地 関 関
せき

いきいき百歳
ひゃくさい

体操
たいそう

サロン 地域住民 関公会堂

241 徳地 鯖河内 ふれあい・いきいきサロン上角 地域住民 上角集会所

242 阿東 篠生（上中郷） サロンみどり 高齢者、地域住民 上中郷公会堂

243 阿東 篠生（御堂原） 紅葉サロン 高齢者 長門峡自然休養村管理センター

244 阿東 篠生（渡川） 城山
しろやま

サロン 高齢者 渡川公会堂

245 阿東 篠生（橋本） おたのしみサロン 地域住民 篠目老人作業所

246 阿東 篠生
（上三谷・三谷市・下三谷）

はなみずきサロン 三谷ふれあいセンター

247 阿東 生雲（相上・栄町） 合歓の会 高齢者・地域住民 相栄公会堂

248 阿東 生雲（中河内） 中河内サロン 地域住民 中河内公会堂

249 阿東 地福（市） かえるの会 高齢者 阿東地域交流センター地福分館

250 阿東 地福（若小幡） コスモスサロン 若小幡公会堂

251 阿東 地福 観音会 八紘会館

252 阿東 地福（井手口） にこにこサロン 高齢者、地域住民 井手口公会堂

253 阿東 地福（桜乃里） 桜
さくら

の里
さと

サロン 地域住民 桜の里公会堂

254 阿東 地福（鷹の巣） 鷹
たか

の巣
す

クラブ 高齢者 鷹の巣公会堂

255 阿東 徳佐（上市西） なごみの会 阿東地域交流センター

256 阿東 徳佐（市場） ほのぼのサロン市場
いちば

高齢者 市場自治会公民館



257 阿東 徳佐（坂手） つわぶきサロン 坂手公会堂

258 阿東 徳佐（御所） 御所サロン 高齢者 御所河内公会堂

259 阿東 徳佐（神角） 山しゃくの里サロン 地域住民 神角公会堂

260 阿東 徳佐（東畑） 東畑サロン 東畑公会堂

261 阿東 徳佐（上半久） やまびこ 上半久集会所

262 阿東 徳佐（中市） 中市
なかいち

なかよしサロン 高齢者・希望者 中市公会堂

263 阿東 徳佐（領家） 領家
りょうけ

サロンの会
かい

高齢者 領家集会所

264 阿東 嘉年 ひだまりサロン 嘉年基幹集落センター

265 阿東 徳佐（原山） 原山いきいきサロン 高齢者 原山集会所

266 阿東 徳佐（上宇津根） なのはなサロン 高齢者 上宇津根集会所


