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　熊本市老人クラブ連合会 861-8074
　熊本市北区清水本町16-10
　　　　　熊本市健康センター　清水分室

096-341-1060 096-341-1061

　八代市老人クラブ連合会 866-0863
　八代市西松江城町2-17
　　            　　　　総合福祉センター内

0965-35-8448 0965-35-8448

　人吉市老人クラブ連合会 868-0043 　人吉市東間上町3818-4 0966-23-3927 0966-23-3927

　荒尾市老人クラブ連合会 864-0011
　荒尾市下井出193-1
　　　　　　　　　　　総合福祉センター内

0968-66-4004 0968-66-4004

　水俣市老人クラブ連合会 867-0006
　水俣市白浜町1-7
　　　　　　　　　　　高齢者福祉センター内

0966-63-0112 0966-63-0112

　玉名市老人クラブ連合会 865-0016
　玉名市岩崎88-4
　　　　　　　　　　　福祉センター内社協

090-8912-0218
（岸田事務局長宅）

0968-76-1354
(岸田事務局長宅）

　山鹿市老人クラブ連合会 861-0501
　山鹿市山鹿1328-1
　　　　　　　　　　　老人福祉センター内

0968-43-1104 0968-43-1104

　菊池市老人クラブ連合会 861-1331
　菊池市隈府432-1
　　　　　　　　　　　老人福祉センター内

0968-25-3757 0968-25-3757

　宇土市老人クラブ連合会 869-0433
　宇土市新小路町138-2
　　　　　　　　　　　老人福祉センター内

0964-23-5416 0964-23-2982

　上天草市老人クラブ連合会 869-3603
 上天草市大矢野町中11582-1
　　　　　　　　　　　老人福祉センター内

0964-56-6008 0964-56-6008

　宇城市老人クラブ連合会 861-4301
　宇城市豊野町糸石3867
                           復興会館ふれあい館 0964-45-3100 0964-45-3100

　阿蘇市老人クラブ連合会 869-2301
　阿蘇市内牧976-2
　　　　　　　　保健福祉センター内　社協 0967-32-1127 0967-32-4940

　天草市老人クラブ連合会 863-0017
　天草市船之尾町11-5
　　　　　　　　　　　老人福祉センター内

0969-22-2260  0969-22-2260

　合志市老人クラブ連合会 861-1112
　合志市福原2922
　　　　　　　　　　　総合センター内

096-248-3311 096-248-3311

　美里町老人クラブ連合会 861-4412
　下益城郡美里町佐俣338
　　　福祉保健センター湯の香苑内　社協

0964-46-3409 0964-46-3446

玉東町オレンジクラブ連合会 869-0303
　玉名郡玉東町木葉759
　　　　　　　　　　　福祉センター内　社協

0968-85-3150  0968-85-2993

　南関町老人クラブ連合会 861-0811
　玉名郡南関町小原1408
　　　　　　　　　　　交流センター内

0968-53-2007 0968-53-2007

　長洲町老人クラブ連合会 869-0101
　玉名郡長洲町宮野780-6
　　　　　　　　　　　　　　　　島崎藤江　宅

0968-78-5170 0968-78-5170

　和水町老人クラブ連合会 865-0104
　玉名郡和水町内田501
　　　　　　　　　　　　　　　　菊池康毅　宅

0968-86-2220
0968-34-2412
（和水町社協）

　大津町老人クラブ連合会 869-1235
　菊池郡大津町室151-1
　    　　　　　　老人福祉センター内　社協

096-293-4146
(豊岡事務局長宅）

096-293-4146
(豊岡事務局長宅）

　菊陽町老人クラブ連合会 869-1103
　菊池郡菊陽町久保田2596
　   　　　　　　　　　　福祉支援センター内

096-232-8638 096-232-3607

　南小国町老人クラブ連合会 869-2401
　阿蘇郡南小国町赤馬場3388-1
　　　　　　　　地域福祉センター内　社協

0967-42-1501 0967-42-1505

　小国町老人クラブ連合会 869-2501
　阿蘇郡小国町宮原1728-3
　　  　　　　　　　　　　　　山田大蔵　宅

0967-46-5575
（小国町社協）

0967-46-5615
（小国町社協）

　産山村老人クラブ連合会 869-2703
　阿蘇郡産山村山鹿488-3
　　　　　　　　　　基幹集落センター　社協

0967-23-9300 0967-23-9301
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　高森町老人クラブ連合会 869-1602
　阿蘇郡高森町高森1258-1
　　　　　　　　　　　　　　芙蓉館内　社協

0967-62-2158 0967-62-2860

  西原村老人クラブ連合会 861-2402
　阿蘇郡西原村小森572
        　　　　　地域福祉センター内　社協

 096-279-4141  096-279-4388

　南阿蘇村老人クラブ連合会 869-1412
　阿蘇郡南阿蘇村久石2705
　　　　　　　　総合福祉センター内　社協

0967-67-0294 0967-67-2317

　御船町老人クラブ連合会 861-3296
　上益城郡御船町御船995-1
　　　　　　　　　　　　　　　役場　福祉課内

096-282-1342 096-282-1171

　嘉島町老人クラブ連合会 861-3106
　上益城郡嘉島町上島551
　　　　　　　　　　　福祉センター内　社協

096-237-2981 096-237-3508

　益城町老人クラブ連合会　　　　　861-2211
　上益城郡益城町福原6402-2
　　　　　　　　　　　　　　　後藤弘子　 宅

096-286-2422
（後藤事務局長宅）

096-286-2422
（後藤事務局長宅）

　甲佐町老人クラブ連合会　　　　　861-3242
　上益城郡甲佐町糸田9-1
　　　　　　　　　　　　　　　町民センター内

 096-234-3419
（倉重事務局長宅）

096-234-3419
（倉重事務局長宅）

　山都町老人クラブ連合会　　　　　861-3516
　上益城郡山都町千滝232
　　　　　　　　保健福祉センター内　社協

0967-72-1722 0967-72-1722

　氷川町老人クラブ連合会 869-4814
　八代郡氷川町島地651
　　　　　　　　　　　福祉センター内　社協

0965-52-5075 0965-52-5122

　芦北町老人クラブ連合会 869-5563
　葦北郡芦北町湯浦213
　　　　　　　　　　　福祉センター内

0966-86-0004 0966-86-0004

　津奈木町老人クラブ連合会　　　 869-5604 　芦北郡津奈木町小津奈木2123 　社協 0966-61-2940 0966-61-2941

　錦　町老人クラブ連合会 868-0302
　球磨錦町一武1587
　　　　　　　総合福祉センター内　　社協

0966-38-2074 0966-38-3445

　多良木町老人クラブ連合会　　　868-0501 　球磨郡多良木町多良木1571-1　社協 0966-42-1112 0966-42-1113

　湯前町老人クラブ連合会　　　　　868-0623
　球磨郡湯前町1693-37
　 　　　　　　　　　　福祉センター内　社協

0966-43-4117 0966-43-4118

　水上村老人クラブ連合会　　　    868-0701
　球磨郡水上村岩野2678
　　     　　　　 　　　保健センター内　社協

0966-44-0782 0966-44-0531

　相良村老人クラブ連合会　　　　　868-0094
　球磨郡相良村深水2500-1
　　     　　　　 　　　　　役場別館内　社協

0966-35-0093 0966-35-0893

　五木村老人クラブ連合会　　　　　868-0201
　球磨郡五木村甲2672-41
　 　　　　保健福祉総合センター内　社協

0966-37-2333 0966-37-2338

　山江村老人クラブ連合会 868-0092
　球磨郡山江村山田甲1373-1
　           　　 福祉保健センター内　社協

0966-24-1508 0966-32-7722

　球磨村老人クラブ連合会　　　　　869-6403
　球磨郡球磨村一勝地乙1-5
　　　　高齢者生活福祉センター内　社協

0966-32-0022 0966-32-0067

　あさぎり町老人クラブ連合会　　　868-0431 　球磨郡あさぎり町岡原北929       社協 0966-47-2111 0966-43-1066

　苓北町老人クラブ連合会 863-2503
　天草郡苓北町志岐444-1
　　　　　　　　　　苓北町志岐集会所気付

0969-35-1324
(志岐集会所）

0969-35-1381
（志岐集会所）
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　下益城郡老人クラブ連合会 861-4412
　下益城郡美里町佐俣338
  　　　　　　　福祉保健センター内　社協

0964-46-3409 0964-46-3446

　玉名郡老人クラブ連合会　　　　　869-0104
  玉名郡和水町内田501
                      菊池康毅　宅

0968-86-2220
0968-34-2412
(和水町社協）

　菊池郡老人クラブ連合会　　　　　869-1235
　菊池郡大津町室151-1
　　　　　　　　老人福祉センター内　社協

096-293-4146
(豊岡事務局長宅）

096-293-4146
(豊岡事務局長宅）

　阿蘇郡老人クラブ連合会　　　　869-2612
　阿蘇市一の宮町宮地2402
　     　　　　　　県阿蘇総合庁舎内

0967-22-3805 0967-22-0046

　上益城郡老人クラブ連合会　　　861-2211
　上益城郡益城町福原6402-2
           　　　　　　　　　　　後藤弘子　宅

096-286-2422
（後藤事務局長宅）

096-286-2422
（後藤事務局長宅）

　八代郡老人クラブ連合会　　　　　869-4814
　八代郡氷川町島地651
　　　　　　　　　　　福祉センター内　社協

0965-52-5075 0965-52-5122

　葦北郡老人クラブ連合会　　　　　869-5563
　葦北郡芦北町湯浦213
　　　　　　　　　　　福祉センター内

0966-86-0004 0966-86-0004

　球磨郡老人クラブ連合会　　　　　868-0302
　球磨郡錦町一武1587
　 　　　　　　　　　保健センター内　社協

0966-38-2074 0966-38-3445

　天草郡老人クラブ連合会　　　　　863-2503
　天草郡苓北町志岐444-1
　 　　　　　　　　　苓北町志岐集会所気付

0969-35-1324
（志岐集会所）

0969-35-1381
（志岐集会所）


