
いきいきサロン開催状況一覧

（令和4年4月1日時点）

地区 校下 サロン名 実施場所 実施日 町内

稚松 稚松 泉町いきいきサロン 泉町公民館 毎週火曜 泉町

稚松 稚松 梅田町いきいきサロン 梅田町公民館 毎週水曜 梅田町

稚松 稚松 浮城町いきいきサロン 浮城町集会場 毎週月曜 浮城町

稚松 稚松 大川町二丁目いきいきサロン やわらぎ館 毎週水曜 大川町二丁目

稚松 稚松 大川町三丁目いきいきサロン 大川町第3町内会公民館 毎週月曜 大川町三丁目

稚松 稚松 御宮町いきいきサロン 御宮町公民館 毎週木曜 御宮町

稚松 稚松 上小松町いきいきサロン 上小松町公民館 毎週火曜 上小松町

稚松 稚松 古城町いきいきサロン 古城会館 毎週月曜 古城町

稚松 稚松 小寺町いきいきサロン 小寺町会館 毎週火曜 小寺町

稚松 稚松 小馬出町いきいきサロン 小馬出町公民館 毎週火曜 小馬出町

稚松 稚松 細工町いきいきサロン 細工町公民館 第2・3木曜 細工町

稚松 稚松 材木町いきいきサロン 材木町公民館 毎週水曜 材木町

稚松 稚松 新町いきいきサロン 新町会館 毎週木曜 新町

稚松 稚松 園町いきいきサロン 園町会館 毎週月曜 園町

稚松 稚松 茶屋町いきいきサロン 茶屋町会館 毎週木曜 茶屋町

稚松 稚松 天神町いきいきサロン 天神町公民館 毎週水曜 天神町

稚松 稚松 殿町一丁目いきいきサロン 殿町一丁目公民館 毎週月曜 殿町一丁目

稚松 稚松 殿町二丁目いきいきサロン 殿町二丁目公民館 毎週水曜 殿町二丁目

稚松 稚松 浜田町いきいきサロン 浜田町会館 隔週水曜 浜田町

稚松 稚松 松任町さわふれサロン 松任町公民館・正覚寺・浅村宅 毎週金土曜 松任町

稚松 稚松 丸の内町いきいきサロン 丸の内町公民館 毎週火曜 丸の内町

稚松 稚松 美原町いきいきサロン 美原町公民館 毎週火・土曜 美原町

芦・向 芦城 芦田町いきいきサロン 芦田町会館 毎週土曜 芦田町

芦・向 芦城 育成町いきいきサロン 育成会館 毎週月曜 育成町

芦・向 芦城 上本折町いきいきサロン 上本折町公民館 毎週水曜 上本折町

芦・向 芦城 幸町いきいきサロン 幸町会館 毎週月曜 幸町

芦・向 芦城 桜木町いきいきサロン 桜木町公民館 毎週月曜 桜木町

芦・向 芦城 末広町いきいきサロン 末広町会館 毎週水曜 末広町

芦・向 芦城 寺町いきいきサロン 建聖寺 毎週月曜 寺町

芦・向 芦城 土居原町いきいきサロン 土居原町公民館 毎週水曜 土居原町

芦・向 芦城 西町いきいきサロン 西町公民館 毎週木曜 西町

芦・向 芦城 東町いきいきサロン 東町会館 木・金 東町

芦・向 芦城 日の出町いきいきサロン 日の出町公民館 毎週火曜 日の出町

芦・向 芦城 本町いきいきサロン 本町会館 毎週水曜 本町

芦・向 芦城 にこにこ会（大和町ｻﾛﾝ） 旭町　中山外美宅 第1月・3水曜 大和町

芦・向 芦城 八幡町いきいきサロン 八幡町会館 毎週月・土曜 八幡町

芦・向 芦城 広域いきいきサロンまちなか健康倶楽部 小松市生涯センター（小松芦城センター内） 毎週土曜 八日市町

芦・向 芦城 いきいきサロンりゅうすけ 松雲堂 毎週水曜 龍助町

芦・向 向本折 須天町いきいきサロン 須天町はつらつセンター 毎週火曜 須天町

芦・向 向本折 大領中町いきいきサロン 大領中町公民館 毎週金曜 大領中町

芦・向 向本折 向本折町公民館いきいきサロン 向本折町公民館 毎週火曜 向本折第二

芦・向 向本折 向本折町いきいきサロン 浄願寺 毎週木曜 向本折

安宅 安宅 いきいきサロン安宅 安宅会館 第1･3月曜 安宅町

安宅 安宅 安宅町いきいきサロン 安宅コミュニティセンター 毎週水曜 安宅町

安宅 安宅 木曽町いきいきサロンえがお会 木曽町集会場 第2・4土曜 木曽町



いきいきサロン開催状況一覧

（令和4年4月1日時点）

地区 校下 サロン名 実施場所 実施日 町内

安宅 安宅 義仲町いきいきサロン 義仲会館 毎週木曜 義仲町

牧 牧 安宅新町いきいきサロン 安宅新町会館 毎週土曜 安宅新町

牧 牧 浮柳町いきいきサロン 浮柳町公民館 毎週月曜 浮柳町

牧 牧 上牧町いきいきサロン 上牧町公民館 毎週月曜 上牧町

牧 牧 草野町いきいきサロン 草野会館 第２・４木曜 草野町

牧 牧 小島町いきいきサロン 小島町公民館 毎週火曜 小島町

牧 牧 下牧町いきいきサロン 下牧町ふれあいｾﾝﾀｰ 毎週水曜 下牧町

牧 牧 鶴ケ島町いきいきサロン 鶴ヶ島町公民館 毎週金曜 鶴ケ島町

牧 牧 長崎町いきいきサロン 長崎町会館 毎週木曜 長崎町

牧 牧 坊丸町いきいきサロン 坊丸地区会館 毎週月曜 坊丸町

板津 犬丸 犬丸町いきいきサロン 犬丸町公民館 毎週月曜 犬丸町

板津 犬丸 大島町いきいきサロン 大島会館 毎週月曜 大島町

板津 犬丸 島田町いきいきサロン 島田町公民館 毎週木曜 島田町

板津 犬丸 城北町いきいきサロン 城北町ふれあい館 毎週火曜 城北町

板津 犬丸 蛭川町いきいきサロン 蛭川町公民館 毎週月曜 蛭川町

板津 犬丸 東蛭川町いきいきサロン 東蛭川町公民館 毎週水曜 東蛭川町

板津 荒屋 あけぼの町いきいきサロン あけぼの会館 毎週水曜 あけぼの町

板津 荒屋 荒屋町いきいきサロン 荒屋町公民館 毎週日曜 荒屋町

板津 荒屋 高堂町いきいきサロン 高堂町会館 毎週木曜 高堂町

板津 荒屋 長田町いきいきサロン 長田町公民館 毎週水曜 長田町

板津 能美 川辺町いきいきサロン 川辺会館 毎週水曜 川辺町

板津 能美 千代町いきいきサロン 千代町集落センター 毎週火曜 千代町

板津 能美 能美町いきいきサロン 能美町公民館 毎週木曜 能美町

板津 能美 一針町いきいきサロン 一針町会館 毎週水曜 一針町

板津 能美 平面町いきいきサロン 平面町会館 毎週水曜 平面町

第一 第一 糸町いきいきサロン 糸町会館 毎週月曜 糸町

第一 第一 打越町いきいきサロン 打越町公民館 毎週火曜 打越町

第一 第一 漆金屋町いきいきサロン 漆町公民館 毎週火曜 漆町

第一 第一 佐々木町いきいきサロン 佐々木町会館他 毎週金曜 佐々木町

第一 第一 白松町いきいきサロン 白松公民館 第週水曜 白松町

第一 第一 八幡いきいきサロン 八幡会館 木曜 八幡

第一 第一 八幡いきいきサロン 八幡会館 毎週木曜 八幡

第一 第一 若杉町いきいきサロン 若杉町公民館 毎週火曜 若杉町

第一 第一 いきいきサロン白江 白江町会館 毎週木曜日 白江町

第一 第一 G・G-W白江ｸﾗﾌﾞ 白江ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、市民ｾﾝﾀｰ、串川公園他 月・水・金曜 白江町

第一 第一 沖町サロン 沖町公民館 月曜 沖町

苗・連 苗代 扇町いきいきサロン 扇町会館 毎週木曜 扇町

苗・連 苗代 北浅井町いきいきサロン 北浅井コミュニティセンター 毎週月曜 北浅井町

苗・連 苗代 千木野町いきいきサロン 千木野町内会館 毎週木曜 千木野町

苗・連 苗代 大領町いきいきサロン 大領町会館 毎週水曜 大領町

苗・連 苗代 不動島町いきいきサロン 不動島町公民館 毎週木曜 不動島町

苗・連 苗代 清六町いきいきサロン 清六町公民館 毎週月曜 清六町

苗・連 苗代 南浅井町いきいきサロン 南浅井会館 毎週木曜 南浅井町

苗・連 苗代 吉竹町いきいきサロン 吉竹町会館 毎週金曜 吉竹町

苗・連 蓮代寺 三谷町いきいきサロン 三谷町会館 毎週水曜 三谷町



いきいきサロン開催状況一覧

（令和4年4月1日時点）

地区 校下 サロン名 実施場所 実施日 町内

苗・連 蓮代寺 本江町いきいきサロン 本江町集落センター 毎週金曜 本江町

苗・連 蓮代寺 東山町いきいきサロン 東山町コミュニティセンター 毎週水曜 東山町

苗・連 蓮代寺 蓮代寺町いきいきサロン 蓮代寺町町民センター 毎週水曜 蓮代寺町

苗・連 蓮代寺 蓮代寺町いきいきサロン 蓮代寺町町民センター 毎週金曜 蓮代寺町

今江 今江 今江町いきいきサロン しろやま会館 第3日曜 今江町

今江 今江 表町サロン（長生きの会） 表町会館 毎週月曜 今江町

今江 今江 今江町いきいきサロン しろやま会館 毎週火曜 今江町

今江 今江 町北サロン 北親会館 毎週火曜 今江町

御幸 串 青路町いきいきサロン 青路町公民館 月・木曜 青路町

御幸 串 串町いきいきサロン 串町会館 毎週火曜 串町

御幸 串 串町いきいきサロン 串町会館 毎週木曜 串町

御幸 串 串茶屋町いきいきサロン 串茶屋公民館 毎週水曜 串茶屋町

御幸 串 村松町いきいきサロン 村松町会館 毎週水曜 村松町

御幸 日末 日末町いきいきサロン 日末町会館 毎週月曜 日末町

御幸 日末 佐美町いきいきサロン 佐美町公民館 毎週水曜 佐美町

粟津 符津 春日町いきいきサロン 春日会館 毎週月曜 春日町

粟津 符津 島町いきいきサロン 島町会館 毎週水曜 島町

粟津 符津 符津町いきいきサロン 符津町会館 毎週月曜 符津町

粟津 符津 符津町いきいきサロン 粟津駅前会館 毎週月曜 符津町

粟津 符津 松生町いきいきサロン 松生町コミュニティセンター 毎週火曜 松生町

粟津 符津 蓑輪町いきいきサロン 蓑輪町公民館 毎週木曜 蓑輪町

粟津 符津 矢崎町いきいきサロン 矢崎町公民館 毎週木曜 矢崎町

粟津 木場 木場町いきいきサロン 木場町集落センター 毎週水曜 木場町

粟津 木場 木場台いきいきサロン 木場台会館 毎週月曜 木場台

粟津 粟津 粟津町いきいきサロン 粟津町会館 毎週木曜 粟津町

粟津 粟津 井口すこやかサロン 井口町公民館 毎週金曜 井口町

粟津 粟津 津波倉町いきいきサロン 津波倉町会館 毎週火曜 津波倉町

粟津 粟津 南陽町いきいきサロン 南陽町公民館 火・土曜日 南陽町

粟津 粟津 おびし町いきいきサロン おびし町会館 毎週月曜 おびし町

粟津 粟津 馬場町いきいきサロン 馬場町公民館 金曜 馬場町

粟津 粟津 湯上町いきいきサロン 湯上町コニュニティセンター 第1・3月曜 湯上町

粟津 粟津 白山田町いきいきサロン 白山田町公民館 毎週水曜 白山田町

粟津 粟津 小山田町いきいきサロン 小山田町コミュニティセンター 水曜 小山田町

那谷 那谷 滝ケ原町いきいきサロン 滝ヶ原コミュニティセンター 毎週水曜 滝ケ原町

那谷 那谷 那谷町いきいきサロン 那谷町会館 毎週木曜 那谷町

那谷 那谷 菩提町いきいきサロン 菩提町集会所 毎週日曜 菩提町

月津 月津 扇原町いきいきサロン 扇原町集会所 毎週水曜 扇原町

月津 月津 四丁町いきいきサロン 四丁町会館 毎週金曜 四丁町

月津 月津 月津町いきいきサロン 月津町集会場 毎週火曜 月津町

月津 月津 月美丘いきいきサロン 月美丘公民館 毎週木曜 月美丘

月津 月津 額見町いきいきサロン 額見町会館 毎週月曜日 額見町

月津 月津 矢田町いきいきサロン 矢田町公民館 毎週木曜 矢田町

矢田野 矢田野 上荒屋町いきいきサロン 上荒屋町会館 毎週水曜 上荒屋町

矢田野 矢田野 下粟津町いきいきサロン 下粟津会館 毎週月曜 下粟津町

矢田野 矢田野 林町いきいきサロン 林町会館 毎週木曜 林町



いきいきサロン開催状況一覧

（令和4年4月1日時点）

地区 校下 サロン名 実施場所 実施日 町内

矢田野 矢田野 いきいきサロン二ツ梨町朋の会 二ツ梨町集会場 毎週火曜 二ツ梨町

矢田野 矢田野 矢沢町いきいきサロン 矢沢町会館 第３金曜 矢沢町

矢田野 矢田野 矢田野町いきいきサロン 矢田野町集落センター 毎週火曜日 矢田野町

金野 金野 大野町いきいきサロン 大野町集会場 毎週火曜 大野町

金野 金野 金平町いきいきサロン 金平町公民館 毎週木曜 金平町

金野 金野 五国寺町いきいきサロン 五国寺町公民館 毎週木曜 五国寺町

金野 金野 花坂町いきいきサロン 花坂町公民館 毎週月曜 花坂町

金野 金野 金野町いきいきサロン 金野町公民館 毎週水曜 金野町

金野 金野 江指町いきいきサロン 江指町公民館 木曜 江指町

中海 中海 荒木田町いきいきサロン 荒木田町会館 水曜 荒木田町

中海 中海 桂町いきいきサロン 桂町公民館 毎週月曜 桂町

中海 中海 軽海町いきいきサロン 軽海町集落センター 毎週水曜 軽海町

中海 中海 原町いきいきサロン 原町会館 毎週金曜 原町

中海 中海 麦口町いきいきサロン 麦口町公民館 毎週水曜 麦口町

中海 中海 みどり町いきいきサロン みどり町公民館 毎週月曜 みどり町

中海 中海 正蓮寺町いきいきサロン 正蓮寺地区コミュニティセンター 毎週水曜 正蓮寺町

中海 中海 中海町いきいきサロン 中海町公民館 毎週木曜 中海町

東陵 東陵 希望丘いきいきサロン 希望丘会館 毎週月曜 希望丘

東陵 東陵 光陽町いきいきサロン 光陽町コミュニティセンター 毎週金曜 光陽町

東陵 東陵 西軽海町一丁目いきいきサロン 東陵会館 毎週火曜 西軽海町一丁目

東陵 東陵 西軽海町二丁目いきいきサロン 東陵会館 毎週木曜 西軽海町二丁目

東陵 東陵 西軽海町三丁目いきいきサロン 西軽海三丁目集会所 毎週火曜 西軽海町三丁目

東陵 東陵 西軽海町四丁目いきいきサロン 見晴らし会館 毎週火曜 西軽海町四丁目

西・新 西尾 沢町いきいきサロン 沢町コミュニティセンター 毎週月曜 沢町

西・新 西尾 塩原町いきいきサロン 塩原町公民館 毎週木曜 塩原町

西・新 西尾 波佐羅町いきいきサロン 波佐羅町会館 毎週木曜 波佐羅町

西・新 西尾 松岡町いきいきサロン 松岡町公民館 毎週木曜 松岡町

西・新 西尾 岩上町いきいきサロン 岩上町公民館 毎週土曜 岩上町

西・新 西尾 布橋町いきいきサロン 布橋町会館 毎週火曜 布橋町

波佐谷 波佐谷 赤瀬町いきいきサロン 赤瀬町公民館 毎週金曜 赤瀬町

波佐谷 波佐谷 上り江・打木いきいきサロン 打木町公民館 金曜 上り江・打木

波佐谷 波佐谷 瀬領町いきいきサロン 瀬領町民センター 月曜 瀬領町

波佐谷 波佐谷 波佐谷町いきいきサロン 波佐谷町コミュニティセンター 毎週金曜 波佐谷町

波佐谷 波佐谷 長谷町いきいきサロン 長谷町水田農業確立研修センター 木曜 長谷

国府 国府 鵜川町いきいきサロン 鵜川町集会所 第1・3月曜 鵜川町

国府 国府 小野町いきいきサロン 小野町公民館 木曜 、日・水曜 小野町

国府 国府 上八里町いきいきサロン 上八里町公民館 毎週火曜 上八里町

国府 国府 河田館町いきいきサロン 河田館町会館 毎週火曜 河田館町

国府 国府 国府台いきいきサロン 国府台ふれあいドーム 第1・3・最終火曜・第3日曜他 国府台

国府 国府 里川町いきいきサロン 里川町集会場 毎週金曜 里川町

国府 国府 下八里町いきいきサロン 下八里公民館 毎週木曜 下八里町

国府 国府 埴田町いきいきサロン 埴田町会館 毎週金曜 埴田町

国府 国府 本河田町いきいきサロン 本河田町会館 毎週木曜 本河田町

国府 国府 河田谷内町いきいきサロン 河田谷内町公民館 木曜 河田谷内町

国府 国府 遊泉寺町いきいきサロン 遊泉寺町会館 毎週木曜 遊泉寺町



いきいきサロン開催状況一覧

（令和4年4月1日時点）

地区 校下 サロン名 実施場所 実施日 町内

国府 国府 八里台いきいきサロン 八里台コミュニティセンター 月曜 八里台

国府 国府 立明寺町いきいきサロン 立明寺町公民館 火曜 立明寺町

国府 国府 古府町舟見会いきいきサロン 古府町会館・古府町集会場 第２・３・４水曜日 古府町

芦・向 芦城 福乃宮町いきいきサロン 福乃宮会館 木曜 福乃宮町

苗・連 苗代 リフレッシュサロン 吉竹会館 毎週月曜 吉竹町


