
自治会型デイホーム事業　　月別計画書（1）
地区名 地区名 地区名

木　田 和　田 清水北

豊 円　山 大安寺

足　羽 啓　蒙 国　見

湊 岡　保 鶉

春　山 東藤島 棗

宝　永 西藤島 鷹　巣

順　化 中藤島 本　郷

松　本 河　合 宮ノ下

日之出 森　田 酒　生

旭 明　新 一　乗

日　新 安　居 上文殊

清　明 一　光 文　殊

東安居 殿　下 六　条

社　南 越　廼 東　郷

社　北 清水西 上宇坂

社　西 清水東 下宇坂

麻生津 清水南 羽　生

宝永 浄善寺　13：30～16：00 豊 花堂町民会館　13：00～16：00 東安居 東安居公民館（クローバー）9：30～12：00 豊 中野本山集会所　13：00～16：00 円山

松本 松本公民館　12：30～15：30 足羽 足羽公民館　13：00～15：30 麻生津 青葉台集会場　13：00～16：00 湊 湊公民館（麻雀）13：00～16：00 西藤島

社南 社南公民館（ひな祭り会）13：30～15：30 宝永 みんなの保健室 宝永　13：30～16：00 岡保 合島町地区集落生活改善センター　9：00～12：00 社西 社西公民館　9：00～12：00

社北 緑苑ふれあい会館　9：30～12：00 松本 経田会館　12：30～15：30 東藤島 林町集落生活改善センター　13：00～16：00 円山 円山公民館　13：00～16：00

麻生津 ●杉の木台ふれあい会館　13：00～16：00 日之出 日之出公民館　9：00～12：00 森田 八重巻公会堂　13：00～16：00 啓蒙 東新保ふれあいセンター　9：00～12：00

明新 灯明寺集会場　9：30～11：30 旭 アクティブパーク　9：30～12：30 安居 羽坂町ふれあい会館　13：00～16：00 大安寺 ●大安寺公民館　13：30～15：30

鶉 砂子坂町ふれあい会館　13：00～16：00 清明 大島町内公民館　9：15～12：15 大安寺 大安寺公民館　13：30～15：30 宮ノ下 宮ノ下公民館　13：30～16：30

社北 西下野町集落生活改善センター　9：30～12：00 本郷 大年町集落生活改善センター　9：30～12：30 酒生 荒木新保ふれあい会館　9：00～13：00

麻生津 麻生津公民館　9：00～12：00 文殊 上細江町農事集会所（北電）13：00～16：00 一乗 西新町集落センター　9：00～12：00

岡保 荒木別所町ふれあい会館　10：00～13：00 六条 足羽団地町内公民館　9：30～12：30 文殊 文殊ヶ丘ふれあい会館　13：00～16：00

西藤島 海老助集落生活改善センター　13：00～16：00 東郷 中毘沙門町集落センター　9：30～12：30 六条 天王町集落センター　9：30～12：30

一光 上一光町会館　13：00～16：00 〃 上毘沙門町公民館　13：00～15：00 東郷 脇三ケ町みどり公民館　9：30～12：30

大安寺 田ノ谷町ふれあい会館　13：30～15：30

鶉 西中野集会所　13：00～16：00

本郷 八幡町ふれあいセンター　9：30～12：30

宮ノ下 仙町ふれあい会館　9：15～12：15

酒生 荒木町集落センター　9：00～13：00

上宇坂 品ケ瀬公民館　9：00～12：00

羽生 南宮地ふれあい会館　9：00～12：00

湊 本楽寺　9：30～12：30 木田 別所町集落センター　13：30～15：30 湊 湊公民館　9：30～12：30 旭 旭公民館　9：30～12：30 足羽 天理教北ノ荘分教会　13：00～15：30 足羽

松本 大願寺公民館　12：30～15：30 社南 江守の里町内公民館（体験型交通車）13：30～15：30 宝永 常福院　13：30～16：00 麻生津 江尻ヶ丘集会場　13：00～16：00 日之出 日之出公民館　9：00～12：00 円山

円山 北四ツ居自治会集会所　13：00～16：00 社北 社北公民館　9：30～12：00 日之出 ふれあい公社　9：00～12：00 岡保 花野谷町集落生活改善センター　9：00～12：00 東安居 東安居公民館　9：30～12：00 本郷

西藤島 地蔵堂町集落センター　13：00～16：00 麻生津 ●杉の木台ふれあい会館　13：00～16：00 日新 八ツ島会館　9：30～12：30 〃 宮地町集落生活改善センター　13：00～16：00 社西 福団地集会所　9：00～12：00

酒生 成願寺町ふれあい会館　9：00～13：00 安居 桜ケ丘東集会場　9：00～12：00 〃 日新公民館　13：00～16：00 森田 上森田公民館　13：00～16：00 森田 天池大森会館　13：00～16：00

一乗 城戸ノ内ふれあい会館　9：00～12：00 越廼 居倉ふれあい会館　13：00～15：30 清明 江端町ふれあい会館　9：15～12：15 明新 明新公民館　9：30～11：30 殿下 殿下公民館　10：00～13：00

文殊 上河北公民館　13：00～16：00 鶉 上野町集落生活改善センター　13：00～16：00 社南 福南団地町内公民館（四ツ葉会）13：30～15：30 殿下 国山町集落センター　10：00～13：00 清水東 上天下ふれあい会館　9：00～12：00

上宇坂 横越ふれあい会館　9：00～12：00 上宇坂 美山楽く楽く亭　10：00～12：00 社北 若杉地区公民館　9：30～12：00 鶉 波寄農村婦人の家　13：00～16：00 大安寺 大安寺公民館　13：30～15：30

下宇坂 高田集落生活改善センター　9：00～12：00 西藤島 西藤島公民館　13：00～16：00 本郷 一王子町集落センター　9：30～12：30 一乗 木下魚店　9：00～12：00

一光 一光公民館　13：00～16：00 酒生 篠尾町集落センター　9：00～13：00 文殊 太田町集落センター　13：00～16：00

殿下 坂本氏邸　10：00～13：00 一乗 安波賀中島町集会場　13：00～16：00 六条 下莇生田町ふれあい会館（四ツ葉会）13：30～16：30

清水西 山内華会館（マイナカード）13：00～16：00 上文殊 ●北山町集落開発センター　9：00～12：00 東郷 下毘沙門町集落生活改善センター　9：30～12：30

〃 ●睦月神事会館（アロハ・レイ）13：00～16：00 〃 ●西袋町集落生活改善センター　12：30～15：30

鶉 水切町ふれあい会館　13：00～16：00 六条 上莇生田町公民館　9：30～12：30

宮ノ下 江上交流センター　9：15～12：15
●印は専任職員欠席

立矢団地自治会集会所　13：00～15：30

●円山公民館（麻雀）8：30～12：00

本郷公民館　13：00～16：00

6 7 8 9 10 11 12

5

●円山公民館（麻雀）8：30～12：00

郡町集落生活改善センター　13：00～16：00

1 2 3 4

日 月 火 水 木 金 土

4・11・17・18 （開催無し） 8・15・16・23・24

1・2・3・8・10・15・17・22・24 （開催無し） 2・17・22・23

1・8・9 8・15・18・22・25 3・4・11

1・2・8・9・15・16 （開催無し） 2・7・8・15・17・18・24

2・9・16・17 2・9・16・23 3・4・7・11・15・18

3・11 9・10・11・17 3・4・10・11・18

9・15・16 3・8 （開催無し）

1・2・7・15・16 （開催無し） 2・4・9・16・18

2・9・11・16 3・10・11・15・17 2・4・7・10

（開催無し） （開催無し） 2・3・10・12・17・23

15・29 3 （開催無し）

2・10・16・18・24 1・10・15・17 4・7・10・11

令和４年   　　　　３月　
開　催　日 開　催　日 開　催　日

8・17・24 25 （開催無し）

1・2・9・16・23 2・5・7・9 15・16・17

4・7・9・16・18・23 2・3・10・16・17 1・2・8・9・10

2・4・15・22・29 4・5・7・12・15・16・21・26 2・3・4・11・16・18・23・25

2・11・12・17・23 4・18・22 （開催無し）



自治会型デイホーム事業　　月別計画書（2）

豊 藤ヶ丘集会所　13：00～16：00 湊 湊公民館（七色会）9：30～12：30 木田 大町ふれあい会館　13：30～15：30 湊 湊公民館　9：30～12：30

春山 宗源寺　10：00～13：00 宝永 常福院　13：30～16：00 足羽 足羽公民館　13：00～15：30 旭 白髭会館　13：00～16：00

松本 松本公民館　12：30～15：30 松本 松本集会所　12：30～15：30 清明 社西 久喜津町交流施設　9：00～12：00

日新 乾徳ふれあい会館　13：00～16：00 日之出 こども歴史文化館　9：00～12：00 社西 希望ケ丘コミュニティハウス　9：00～12：00 啓蒙 新保健康管理センター　9：00～12：00

社北 社北公民館　9：30～12：00 旭 アクティブパーク　9：30～12：30 麻生津 浄照寺　13：00～16：00 越廼 浜北山生活改善センター　13：00～15：30

麻生津 ●杉の木台ふれあい会館　13：00～16：00 日新 乾徳ふれあい会館　13：00～16：00 岡保 曽万布町集落生活改善センター　9：00～12：00 大安寺 ●大安寺公民館　13：30～15：30

円山 新円山自治会集会所　13：00～16：00 清明 中荒井町集落開発センター　9：15～12：15 森田 六才公民館　13：00～16：00 宮ノ下 宮ノ下公民館　13：30～16：30

森田 上野本町公民館　13：00～16：00 社北 加茂河原公会堂　9：30～12：00 明新 明新公民館　9：30～11：30 文殊 半田町集落センター　13：00～16：00

明新 新田塚会館　13：30～15：30 円山 河増町生活改善センター　13：00～16：00 殿下 殿下公民館　10：00～13：00 六条 小稲津町集落センター　9：30～12：30

越廼 越廼公民館　13：00～15：30 岡保 印田町集落生活改善センター　9：00～12：00 鷹巣 鷹巣公民館（麻雀）12：30～16：00 上宇坂 美山公民館　9：00～12：00

鷹巣 浜住集落改善センター　13：30～15：30 一光 一光公民館　13：00～16：00 本郷 荒谷町集落センター　13：00～16：00

文殊 文殊公民館　13：00～16：00 大安寺 天菅生町ふれあい会館　13：30～15：30 上宇坂 高橋氏邸　9：00～12：00

上宇坂 朝谷集落改善センター　9：00～12：00 鷹巣 高須城集落センター　13：30～15：30 羽生 間戸ふれあい会館　9：00～12：00

下宇坂 宮ノ下 島山梨子集落センター　9：15～12：15

下宇坂

円山 ●北四ツ居自治会集会所　13：00～16：00 豊 みのり中央自治会集会所　13：00～16：00 足羽 足羽公民館　13：00～15：30 木田 ぽっかポカほのか（クワイア）13：30～15：30 和田 和田公民館　9：00～12：00 円山

麻生津 杉の木台ふれあい会館　13：00～16：00 湊 清宝院　13：30～15：30 旭 旭公民館　9：30～12：30 越廼 大味生活改善センター　13：00～15：30

啓蒙 ハローホール長本　9：00～12：00 宝永 宝永公民館　13：30～16：00 麻生津 杉の木台ふれあい会館　13：00～16：00 大安寺 大安寺公民館　13：30～15：30

越廼 居倉ふれあい会館　13：00～15：30 一光 一光公民館　13：00～16：00 上宇坂 蔵作公民館　9：00～12：00

羽生 神当部公民館　9：00～12：00 大安寺 四十谷集落改善センター　13：30～15：30 下宇坂

本郷 本郷公民館　9：30～12：30

下宇坂 小和清水ふれあい会館　9：00～12：00

羽生

豊 寝釈迦寺　13：00～16：00

春山 春山公民館（麻雀）9：00～12：00

●印は専任職員欠席

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25 26

●円山公民館（麻雀）8：30～12：00

土

19

専任職員　定例会

県社会福祉センター ９:３０～１１:３０

13 14 15 16 17 18

令和４年 　　　　３月　
日 月 火 水 木 金


