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岐阜市

岐阜市老人クラブ連合会

500-8309 岐阜市都通２－２

岐阜市民福祉活動センター内

058-252-6693 058-252-6693

大垣市

かがやきクラブ大垣

503-0911 大垣市室本町５丁目５１

スイトピアセンター学習館３F

0584-73-7775 0584-73-7775

高山市

高山市連合長寿会

506-0053 高山市昭和町２ー２２４

高山市総合福祉センター内

0577-35-0294 0577-34-6736

多治見市

多治見市悠光クラブ連合会

507-0041 多治見市太平町２丁目３９－１

多治見市総合福祉センター３Ｆ

0572-26-9996 0572-26-9996

関市

関市老人クラブ連合会

501-3802 関市若草通２丁目１

関市老人福祉センター

0575-24-4035 0575-24-4352

中津川市

中津川市老人クラブ連合会

508-0045 中津川市かやの木町１－１７

老人福祉センター内

0573-66-7799 0573-66-7799

美濃市

美濃市シニアクラブ連合会

501-3792 美濃市１３５０

美濃市健康福祉課内

0575-33-1122 0575-35-1997

瑞浪市

瑞浪市長寿クラブ連合会

509-6195 瑞浪市上平町１丁目１

瑞浪市高齢福祉課内

0572-68-2111 0572-66-1278

羽島市

羽島市老人クラブ連合会

501-6244 羽島市竹鼻町丸の内６－１６０

羽島市老人福祉センター内

058-392-7163 058-392-7163

恵那市

恵那市壮健クラブ連合会

509-7203 恵那市長島町正家１丁目５－１６

シルバー人材センター内

0573-59-8108 0573-59-8108

美濃加茂市 美濃加茂市健寿連合会

505-0031 美濃加茂市新池町３丁目４－１

総合福祉会館内

0574-28-6111 0574-28-6110

土岐市

土岐市老人クラブ連合会

509-5192 土岐市土岐津町土岐口２１０１

土岐市高齢介護課内

0572-54-1311 0572-55-1367

各務原市

各務原市シニアクラブ連合会 504-8555 各務原市那加桜町１丁目６９

各務原市高齢福祉課

058-383-1779 058-383-6365

可児市

可児市健友連合会

509-0292 可児市広見１－１

可児市高齢福祉課内

0574-62-1111 0574-60-4616

山県市

山県市老人クラブ連合会

501-2192 山県市高木１０００番地１

山県市福祉課

0581-22-6837 0581-22-6850

瑞穂市

瑞穂市老人クラブ連合会

501-0304 瑞穂市田之上５９７

瑞穂市老人福祉センター内

058-328-6999 058-328-6999

飛騨市

飛騨市シニアクラブ連合会

509-4221 飛騨市古川町若宮２ー１－６６

古川町総合会館内

0577-73-7350 0577-73-7350

本巣市

本巣市老人クラブ連合会

501-1205 本巣市曽井中島１１７０番地６

本巣市福祉事務局内

0581-34-4577 0581-34-4571

郡上市

郡上市シニアクラブ連合会

501-4297 郡上市八幡町島谷２２８

郡上市高齢福祉課内

0575-67-1807 0575-66-0157

下呂市

下呂市シニアクラブ連合会

509-2313 下呂市野尻字下島８７３－２

社会福祉法人 さくらの花

0576-26-0048 0576-26-2848

海津市

いきいきクラブ海津

503-0695 海津市海津町高須５１５

海津市高齢介護課内

0584-53-1145 0584-53-0443

509-6123 瑞浪市樽上町２丁目１８－１
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岐南町

岐南町老人クラブ連合会

501-6004 羽島郡岐南町野中８－７５

総合健康福祉センター内

058-240-2100 058-240-2235

笠松町

笠松いきいきクラブ連合会

501-6801 羽島郡笠松町東陽町４４－１

笠松町福祉会館内

058-387-1121 058-387-1122

養老町

養老町老人クラブ連合会

503-1392 養老郡養老町高田７９８

養老町健康福祉課内

0584-32-1105 0584-32-2686

垂井町

垂井町老人クラブ連合会

503-2193 不破郡垂井町宮代２９５７－１１

垂井町健康福祉課内

0584-22-7504 0584-22-5180

関ヶ原町

関ヶ原町老人クラブ連合会

503-1592 不破郡関ヶ原町関ヶ原８９４－５８

関ヶ原町住民課内

0584-43-1111 0584-43-2120

神戸町

神戸町老人クラブ連合会
（西南濃老人クラブ事務局）

503-2392 安八郡神戸町大字神戸１１１１

神戸町健康福祉課内

0584-27-0175 0584-27-8443

輪之内町

輪之内町老人クラブ連合会

503-0212 安八郡輪之内町中郷新田２２０１－１

輪之内町ふれあいセンター内

0584-69-2816 0584-69-4691

安八町

安八町老人クラブ連合会

503-0198 安八郡安八町氷取１６１

安八町福祉課内

0584-64-7104 0584-64-5014

揖斐川町

揖斐川町老人クラブ連合会

501-0692 揖斐郡揖斐川町三輪１３３

揖斐川町健康福祉課内

0585-22-2111 0585-22-4496

池田町

池田シニアクラブ

503-2417 揖斐郡池田町本郷１６２８－２

福祉センター内

0585-45-8123 0585-45-9604

北方町

北方町老人クラブ連合会

501-0492 本巣郡北方町長谷川１丁目１番地

北方町福祉健康課内

058-323-1119 058-323-2114

坂祝町

坂祝町シニアクラブ連合会

505-0071 加茂郡坂祝町黒岩１５３－１

総合福祉会館 サンライフさかほぎ内 0574-27-1222 0574-26-8974

富加町

富加町シニアクラブ連合会

501-3305 加茂郡富加町滝田１３８１－１

富加町児童センター内

0574-54-1312 0574-55-0068

川辺町

川辺町連合福寿会

509-0303 加茂郡川辺町石神１２８

川辺町社会福祉協議会内

0574-53-2121 0574-53-6162

七宗町

七宗町福寿会

509-0492 加茂郡七宗町上麻生２４４２－３

七宗町住民課内

0574-48-1112 0574-48-2239

八百津町

八百津町老人クラブ連合会

505-0301 加茂郡八百津町八百津３８３６－３

八百津町社会福祉協議会内

0574-43-4462 0574-43-2199

白川町

白川町老人クラブ連合会

509-1105 加茂郡白川町河岐１６４５－１

白川町町民会館内

0574-72-2317 0574-72-2503

東白川村

東白川村シニアクラブ連合会 509-1302 加茂郡東白川村神土６９２－２

東白川村保健福祉課内

0574-78-2100 0574-78-3028

白川村

白川村シニアクラブ

501-5692 大野郡白川村鳩谷５１７

白川村村民課

05769-6-1311 05769-6-1709

505-8508 美濃加茂市古井町下古井２６１０－１

可茂総合庁舎 加茂郡町村会内 0574-25-3111 0574-25-2074

加茂郡老人クラブ連合会

