
市町村老人クラブ連合会事務局所在地録

地区 市町村名 老連名 愛称 〒 所在地 施設名 電話番号 ＦＡＸ番号

山形市 老人クラブ連合会 990-0832 山形市城西町2-2-22 市総合福祉センター内 023-674-8127 023-674-8129

上山市 老人クラブ連合会 きららクラブ上山 999-3135 上山市南町4-5-12 上山市社会福祉協議会内 023-695-5095 023-695-5096

天童市 老人クラブ連合会 994-0013 天童市老野森2-6-3 市総合福祉センター 023-654-5156 023-654-5166

中山町 老人クラブ連合会 中山町きららクラブ 990-0406 中山町大字柳沢2336-1 町保健福祉センター内 023-662-4361 023-662-5345

山辺町 老人クラブ連合会 きららクラブ山辺 990-0323 山辺町大字大塚836-1 輝らりやまのべ内 023-664-7982 023-664-7988

寒河江市 老人クラブ連合会 きららクラブ寒河江 991-0021 寒河江市中央2-2-1 ハートフルセンター内 ２Ｆ市民福祉課内 0237-83-3205 0237-83-3221

大江町 老人クラブ連合会 990-1101 大江町大字左沢887-2 町役場東庁舎 0237-83-4127 0237-83-4123

朝日町 長寿クラブ連合会 990-1442 朝日町大字宮宿1115 町開発センター内 ２Ｆ 0237-67-2465 0237-67-2464

西川町 老人クラブ連合会 きららクラブ西川 990-0702 西川町大字海味543-8 町保健センター内 0237-74-5677 0237-74-3220

河北町 老人クラブ連合会 きららクラブかほく 999-3511 河北町谷地甲2325-2 町総合福祉センター内 １Ｆ 0237-72-7800 0237-72-2941

村山市 老人クラブ連合会 995-0035 村山市中央1-5-24 市福祉センター内１Ｆ 0237-52-0321 0237-55-7470

東根市 老人クラブ連合会 999-3711 東根市中央1-3-5 市ふれあいセンター内１Ｆ 0237-41-2361 0237-42-1350

尾花沢市 老人クラブ連合会 999-4224 尾花沢市新町3-2-5 市老人福祉センター東光館内 0237-22-1092 0237-23-2419

大石田町 老人クラブ連合会 きららクラブ大石田 999-4111 大石田町緑町28 町民交流センター虹のプラザ内 0237-35-3383 0237-35-3383

新庄市 老人クラブ連合会 996-0085 新庄市堀端町3-4 市老人福祉センター内１Ｆ 0233-23-4613 0233-32-0112

舟形町 老人クラブ連合会 999-4601 舟形町舟形352-10 老人いこいの家清流荘内 0233-32-2733 0233-32-2117

大蔵村 老人クラブ連合会 りんどうクラブ大蔵 996-0212 大蔵村大字清水2528 村役場内１Ｆ 0233-75-2111 0233-75-2231

戸沢村 老人クラブ連合会 999-6401 戸沢村大字古口199-3 とざわふれあいセンター 0233-72-2112 0233-72-2609

鮭川村 老人クラブ連合会 999-5202 鮭川村大字佐渡893 村老人いこいの家「長寿荘」内 0233-55-3653 0233-55-3653

真室川町 老人クラブ連合会 999-5312 真室川町大字新町126 町健康管理センター内１Ｆ 0233-64-1515 0233-64-1515

金山町 老人クラブ連合会 きららクラブ金山 999-5402 金山町大字金山561 町農村環境改善センター内 0233-52-2099 0233-52-7093

最上町 老人クラブ連合会 999-6101 最上町大字向町43-1 町高齢者総合福祉センター内 0233-43-3180 0233-43-3119

米沢市 老人クラブ連合会 きららクラブ米沢 992-0059 米沢市西大通1-5-60 市すこやかセンター内 ２Ｆ 0238-24-7881 0238-24-7861

南陽市 老人クラブ連合会 999-2211 南陽市赤湯215-2 市健康長寿センター内 0238-43-5888 0238-43-3161

高畠町 老人クラブ連合会 きらら高畠 992-0351 高畠町大字高畠454-4 町老人福祉センター内 0238-40-1661 0238-52-4486

川西町 老人クラブ連合会 きららクラブ川西 999-0121 川西町大字上小松2918-2 町健康福祉センター内１Ｆ 0238-46-3040 0238-46-3044

長井市 老人クラブ連合会 993-0011 長井市館町北6-19 市老人福祉センター内 0238-88-3711 0238-88-3712

白鷹町 老人クラブ連合会 992-0831 白鷹町大字荒砥甲488 町健康福祉センター内 0238-86-0150 0238-86-0155

飯豊町 老人クラブ連合会 999-0604 飯豊町大字椿3642 町福祉の里めざみ内 0238-72-3353 0238-72-3532

小国町 老人クラブ連合会 999-1352 小国町大字岩井沢604-2 町老人福祉センター内 0238-62-2825 0238-62-2825

鶴岡市 老人クラブ連合会鶴岡支部 きららクラブ鶴岡 997-0035 鶴岡市馬場町13-2 市老人福祉センター内 0235-24-8640 0235-24-8640

鶴岡市 老人クラブ連合会朝日支部 朝日かがやきクラブ 997-0492 鶴岡市下名川字落合1番地 朝日庁舎内 0235-53-2795 0235-53-2794

鶴岡市 老人クラブ連合会櫛引支部 997-0342 鶴岡市三千刈字藤掛1 櫛引福祉センター内 0235-57-5300 0235-78-7451

鶴岡市 老人クラブ連合会羽黒支部 997-0192 鶴岡市羽黒町荒川字前田元89 羽黒庁舎内 0235-62-4534 0235-62-5070

鶴岡市 老人クラブ連合会温海支部 999-7204 鶴岡市湯温海字湯ノ尻521-12 デイサービスセンター「愛寿園」内 0235-43-3266 0235-43-3522

鶴岡市 老人クラブ連合会藤島支部 ふじしま生き生きクラブ 999-7679 鶴岡市藤島字笹花25 藤島庁舎内１階 0235-64-3100 0235-64-5706

酒田市 老人クラブ連合会酒田支部 998-0864 酒田市新橋2-1-19 市地域福祉センター内１Ｆ 0234-26-2424 0234-26-2424

酒田市 老人クラブ連合会松山支部 999-6862 酒田市字西田6 松山健康福祉センター内１Ｆ 0234-62-2843 0234-62-2841

酒田市 老人クラブ連合会平田支部 999-6711 酒田市飛鳥字契約場35 ひらたタウンセンター内１Ｆ 0234-52-2260 0234-52-3727

酒田市 老人クラブ連合会八幡支部 999-8232 酒田市市条字八森920-2 社協八幡支部内 0234-64-3765 0234-61-1214

三川町 老人クラブ連合会 997-1301 三川町大字横山字西田82-2 町社会福祉センター内 0235-66-4410 0235-66-4539

庄内町 老人クラブ連合会 999-6601 庄内町狩川字大釜23-1 町立川老人福祉センター内 0234-56-3373 0234-56-2434

遊佐町 老人クラブ連合会 999-8301 遊佐町大字遊佐字田子1 町総合福祉センター内 0234-72-4715 0234-72-4713
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