
近江八幡市　いきいき百歳体操グループ一覧　R3.5月時点

学区 クラブ名 活動日 活動場所

1 八幡 仲村会いきいき体操 金曜日　9:30～ 中村町公民館

2 島 島町体操クラブ 月曜日　10:00～ 島町自治会館

3 島 ひだまり会 水曜日　14:00～ よしぶえ会館

4 八幡 第4区いきいき体操 月・木曜日　14:00～ 仲屋町中なつかし館

5 八幡 八幡１７区（北之庄町）自治会 月曜日　13:25～ 北之庄町公民館

6 八幡 ９区介護予防教室 月曜日　10:00～ 9区自治会館

7 八幡 本町いきいき会 月曜日　10:00～ 八区自治会館

8 岡山 お楽しみ会ピチピチサロン 木曜日　13:30～ 南津田会館

9 岡山 大房町いきいき百歳体操クラブ 火曜日　13:30～ 大房町公民館

10 島 円山町ふれあいサロン 水曜日　9:30～ 草の根ハウスまるやま

11 八幡 土田ふれあい見守り隊 火、金曜日　13:00～ 土田会館

12 八幡 １６区自治会（多賀町） 水曜日　9:30～ 多賀町公民館

13 八幡 三区 元気クラブ 金曜日　9:30～ 八幡学区第三区自治会館

14 桐原 グリーンいきいき体操クラブ 木曜日　10:00～、11:00～ 緑町自治会館

15 北里 丸の内町ふれあい 火、土曜日　10:00～ 丸の内町自治会館

16 桐原 篠原町自治会いきいき倶楽部 火曜日　13:30～ 篠原町自治会館

17 桐原 健笑の会 水曜日　10:00～ 日吉野町幸橋自治会館

18 北里 なごみ会 月曜日　14:00～ 北里コミュニティホール

19 桐原 五月ワイワイガヤガヤ倶楽部 火曜日　10:00～ 五月自治会館

20 桐原 新中小森いきいき百歳体操 水曜日　13:30～ 新中小森自治会館

21 北里 江頭町　ふれあい 月曜日　14:00～ 江頭町公民館

22 金田 鷹飼町ふれあい 水曜日　9:00～ 鷹飼町自治会館

23 武佐 西生来町いきいき健康教室 金曜日　13:00～ 西生来町集落センター

24 金田 南本郷町ふれあいサロンきずな会 木曜日　10:00～ 南本郷町自治会館

25 安土 衣笠台ふれあいサロンむつみ会 火曜日　9:30～ 衣笠台自治会　南集会所

26 金田 上田町いきいき百歳体操クラブ 金曜日　13:30～ つながりハウス篠田の里

27 金田 鷹飼団地いきいき百歳体操 木曜日　10:00～ 鷹飼団地自治会館

28 安土 安土ニュータウン元気会 月曜日　9:00～ 安土ニュータウンぬくもりハウス

29 安土 上十六いきいき１００歳体操 木曜日　10:00～ 上十六自治会館

30 安土 加賀すこやか会 月曜日　13:30～ 加賀自治会館

31 金田 西上田いきいき体操教室 月曜日　10:00～ 西上田集会所

32 馬淵 千僧供町いきいき百歳体操会 木曜日　10:00～ 千僧供町会議所

33 金田 清風会 月、木曜日　10:00～ 八幡駅前自治会館

34 金田 浅小井なかよし体操クラブ 月曜日　13:30～、祝日の時水曜日　 浅小井町ふれあいセンター

35 安土 上豊浦いきいき来楽部 水曜日　9:30～ 上豊浦あったかハウス

36 八幡 第二区百歳体操グループ 金曜日　10:00～ 順応寺本堂

37 馬淵 七友会 火曜日　20:00～、土曜日　13:30～ 七ツ屋老人憩いの家

38 金田 長田いきいき体操　ほたる塾 月曜日　10:00～ 長田町農業改善構造センター

39 岡山 山の手いきいき体操クラブ 木曜日　9:30～ 山の手自治会館

40 金田 HAP・ハッピー百笑クラブ 水曜日　10:00～ 法円寺本堂

41 岡山 牧町百歳体操クラブ 月曜日　9:30～ 牧町ふれあい館

42 八幡 一区いきいき百歳体操 金曜日　9:00～ 第一区自治会館

43 岡山 新栄町いきいき100歳体操 月曜日　10:00～ 新栄町自治会館

44 馬淵 東横関健康クラブ 月曜日　9:30～ ふれあいハウス東横関の家

45 八幡 すみれ会 水曜日　9:30～ 八幡コミセン

46 岡山 なごみの会 月曜日　10:00～ 田中江交流の家

47 北里 小田町自治会 火曜日　9:30～ 小田町自治会館

48 八幡 11区元気クラブ 水曜日　10:00～ 第11区自治会館

49 安土 きらり平井 水曜日　9:30～ 平井公民館

50 馬淵 馬淵町自治会 月曜日　9:30～ 馬淵町会議所

51 馬淵 不二滝クラブ 木曜日　13:30～ 長福寺町公民館

52 岡山 頑張ろう、筋肉君 月曜日　10:00～ 船木町自治会ハウス

53 安土 永町いきいきクラブ 火曜日　13:30～ 永町公民館

54 島 沖島町老人クラブ 火曜日　14:30～ 老人憩いの家

55 武佐 西宿町自治会 水曜日　9:00～ 地域支え合いセンター南の木

56 金田 つえいらづ会 月曜日    9:00～（東町・高木)、10:30～（浦出・西町） 西庄町公民館1F

57 武佐 武佐学区まちづくり協議会 木曜日　9:00～ 武佐コミセン

58 島 チーム農土香の郷大中 土曜日　10:00～ 農土香の郷大中（大中町公民館）

59 老蘇 元気かあい 月曜日　10:00～ 内野公民館

60 馬淵 岩倉町シニア見守隊 水曜日　13:30～ 岩倉町会議所

61 八幡 7区老人会 月曜日　14:00～ 蓮照寺本堂

62 安土 安土いきいきクラブ 木曜日　13:30～ （安土）地下公民館

63 桐原 新古川いきいき百歳体操クラブ 水曜日　10:00～ 新古川町自治会館1F

64 岡山 加茂町健康推進員 火曜日　14:00～ 加茂町自治会館

65 金田 西本郷いきいき元気体操クラブ 水曜日　13:00～ 西本郷町公民館

66 桐原 健康クラブ（池田本町虹の町自治会）火曜日　13:30～ 集会所

67 金田 県営住宅すみれ会 土曜日　13:00～ 県住自治会館

68 馬淵 新巻支え合い助け合い百才体操 不定期（必ず週1回）コロナの為 新巻町公民館

69 桐原 ひまわり.GO 水曜日　10: 30～ ウェルシア近江八幡若宮店　ウェルカフェ

70 安土 中屋すまいる 木曜日   10: 00～ 中屋集会所

71 馬淵 新在家あじさいクラブ 金曜日　14:00～ 新在家町公民館

72 北里 野村町いきいき体操クラブ 水曜日　9:00～ 野村町老人憩いの家

73 老蘇 石寺いきいき体操 月曜日　13:30～ 石寺楽座会館

74 金田 金田2区いきいき体操 金曜日　13:00～ 金田2区集会所

75 桐原 いっしょに元気柳町 金曜日　13:30～ 柳町集会所

76 金田 ライオンズいきいき体操 水曜日　10:00～ ライオンズ弐番館集会室

77 馬淵 東川さわやかクラブ 月曜日　9:00～ 東川町自治会館

78 安土 コスモスクラブ（下豊浦東町） 月曜日　10:00～ 東町草の根集会所

79 武佐 御所内さわやかクラブ 月曜日　9:00～ 御所内草の根ハウス

80 安土 気楽会（常楽寺東横） 木曜日　10:00～ 下横町老人憩いの家

81 武佐 野田町元気クラブ 月曜日　9:00～ 野田町公民館

82 安土 寺内おたっしゃ会 火曜日　13:30～ 寺内集会所

83 八幡 八幡学区第5区自治会 水曜日　13:30～ 第5区自治会館

84 八幡 14区福祉会 金曜日　9:50～ 14区集会所

85 安土 上出地区いきいきクラブ 木曜日    10:30～ 上出草の根集会所

86 八幡 6区百歳体操 水曜日　9:30～（1～3月はコミセン13:30～） 新町4丁目集会所

87 武佐 パタカラサークル（武佐町） 月曜日   13:30～ 武佐町会館

88 武佐 ライブリーフライディ（長光寺町） 金曜日   9:30～ 長光寺町公民館

89 武佐 友定町スマイルクラブ 水曜日　9:00～ 友定町草の根ハウス

90 金田 百歳体操金剛寺 月曜日　10:00～ 金剛寺町公民館

91 金田 体操クラブ輝（若葉町） 水曜日　14:00～ 若葉町自治会館

92 八幡 南出いきいきクラブ 木曜日　10:30～ 19区自治会館

93 桐原 中小森町ふれあいサロンいきいき百才体操水曜日　10:00～ 中小森町自治会館

94 島 白王町　いきいき来楽部 火曜日　10:00～ 白王町におの湖会館

95 桐原 堀上町自治会 金曜日　10:00～ 堀上町自治会館

96 馬淵 倉橋部町自治会ふれあいサロン 金曜日　14:00～ 倉橋部町集会所

97 八幡 仲良しグループ（音羽・黒橋・鷹飼）木曜日　14:00～ 黒橋町自治会館

98 老蘇 東おいそ100歳いきいき体操 金曜日　10:00～ 東老蘇公民館

99 島 沖島老人クラブ　サテライト「富田屋」水曜日　10:30～ 富田屋

100 岡山 エコ村いきいき体操 土曜日　9:30～ 小舟木エコ村自治会館

101 安土 大船戸いきいきクラブ 火、金曜日　9:30～ 大船戸集会所

102 桐原 益田健やかグループ 月曜日　10:00～ 益田町老人憩の家

103 安土 いきいき体操（常楽寺番頭町） 水曜日　14:00～ 番頭町集会所

104 島 長命寺町いきいき会 木曜日　9:00～ 長命寺町草の根ハウス

105 北里 十王町老人クラブ 月曜日　10:00～ 十王町公民館

106 桐原 竹町コスモスクラブ 月曜日　9:00～ 竹町公民館

107 桐原 白鳥町自治会　白鳥町元気クラブ 木曜日　10:00～ 白鳥町自治会館

108 桐原 ファイトひまわり 金曜日　9:30～ 安養寺下の水所自治会館

109 岡山 加茂町上部１組 火曜日　10:00～ 加茂町上部集会所

110 岡山 加茂町上部２組 金曜日　14:00～ 加茂町上部集会所

111 岡山 加茂町小西100才体操会 火曜日　9:30～(夏期は9:00～） 加茂町小西集会所

112 桐原 若宮町いきいきクラブ 火曜日　13:30～ 若宮町老人憩いの家


