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名称 内容 ☎お問い合わせ先

就労継続支援Ａ型ノア
障害を持つ方による個人宅の草刈り
事前に訪問し、下見の上見積りをする
作業は２時間程度　刈った草等は回収する

就労継続支援Ａ型ノア
管理者 西田
090-1190-0999
092-933-8851

石油燃料配送センター
〔太宰府市五条〕

灯油配達
配達希望の前日までに電話連絡が必要
２缶以上、ポリ缶は事前準備が必要
配達：月～土曜日　9:00～15:00（時間指定不可）

福岡ライフエナジー(株)
石油燃料配送センター
092-923-1382
電話受付：月～土曜日
8:30～17:00

名称 内容 ☎お問い合わせ先

買物代行
ごきげんお届け便

インターネットが使えない日々のお買い物にお困りの人が対象
電話またはFAXで注文し、イオン大野城から自宅に商品が届く
大野城市・イオン大野城・各地区パートナーシップ活動支援センターの共働事業

南コミュニティセンター内
専用電話
092-517-0264
大野城市全域対応

エフコープの個別
配達

※組合加入（出資金）が必要
カタログから注文書　インターネット・電話にて注文
個別配達手数料必要（割引制度あり）月曜日～金曜日

0120-41-0120
(月曜日～金曜日) 9:00-18:00
(土曜日) 9:00-17:00

グリーンコープの食材等
配達

※組合加入（出資金）が必要
注文方法は申込書を提出するかインターネットで注文できます
エリアで配達日が決定（月曜日～金曜日）
グループ配達、二人ペア配達、個人配達
※個人配達の場合、配達料が必要

0120-349-017
電話受付
月曜日～日曜日  9:00-21:00
祝日可(年末年始除く) 

コッペリア
食材の宅配

鍵付きボックスあり　食材カット（済み・無し）あり
パン発注は、原則大口の注文のみ　個人は指定された特定日のみ　
注意）水曜日までに発注で翌週月曜日から納品、毎日配達、
土曜日は配達休み、時間指定不可

0120-17-4931

ヨシケイ　食材の宅配 鍵付きボックスあり
水曜日までの注文で翌週配達 0120-412-712

ワタミの宅食（食材）
鍵付きボックスあり
水曜日までの注文で翌週から毎日配達（平日のみ）
土日分は金曜日に配達　平日コース・７日間コースあり

0120-191-950

【食材等の配達】

健康増進教室
場所：すこやか交流プラザ2階 健康増進室
利用は40歳以上の市民または市内の事業所に勤務する方１回300円

無理なく運動を始めてみませんか！

詳細はすこやか交流プラザ健康増進室　☎092-501-2322

健康度測定
場所：すこやか交流プラザ2階 健康増進室・南コミュニティセンター
医師立ち合いのもと体力測定を行い、健康運動指導士が運動の種類・
強度・時間・量など具体的なプログラムを作成し、アドバイスします
１回1,800円
詳細はすこやか交流プラザ健康増進室　☎092-501-2322
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交流の場・通いの場
　地域には、公民館やコミュニティセンターなど高齢者が通える介護予防教室やサロン活動、ミニデイや趣味
活動など、地域の人が気軽に集まって交流できる場があります。

　シニアクラブでは、レクリエーション、社会奉仕活動、健康増進活動などを行っています。

　シニアクラブについては、各地区の公民館（Ｐ．28参照）を通じてお問い合わせください。

名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

足元気教室 転倒による骨折防止及び
介護予防の教室

月１回 全６回程度
(前期・後期日程あり)
10:00～11:30 または
13:30～15:00 無料

各公民館へ
備考：区により年齢など条
件あり受付は時間の30分前音楽サロン 音楽活動を通じた心肺機能・口腔

機能向上、閉じこもり防止の教室

健康づくりミニデイ 健康づくり、介護予防に
関する講座 地区の企画に準ずる 各公民館

番茶の会 70歳以上の一人暮らしの
高齢者の集い

年１回
詳細は各地区コミュニティ運営協議会
まで

各地区コミュニティ運営協議会
南    092-596-1044
中央 092-573-3150
東    092-504-1430
北    092-513-0202

大野城市いこいの里

大浴場（露天風呂、ミストサウ
ナあり）、談話室、トレーニング
ルーム（ヘルストロン３台、
マッサージ３台など）、娯楽室
（囲碁、将棋、カラオケ、バン
パーゲーム）、大広間、和室、
集会場、相談室などの施設

火曜日～日曜日　10:00～18:00
※入浴受付17:30まで
休館 月曜日、祝日、年末年始　12/29～１/３
市内居住者60歳以上100円　６歳～59歳 200円
市外居住者 300円　就学前 無料
【いきいき健康体操】
火曜日（２ヶ月に１度開催）14:00～15:00

大野城市いこいの里
092-596-3455

【市全域】

大野城市シニアクラブ

区 シニアクラブ名 定例会開催日 開催場所

南

牛頸 牛頸一組シニアクラブ 毎月１日 牛頸ダム記念館
シニアクラブ 牛頸悠々会 毎月１日 憩の家

若草 若草シニアクラブ 毎月１５日 公民館
平野台 平野台シニアクラブ 平寿会 毎月第１木曜日 公民館
月の浦 月の浦シニアクラブ 平成の会 毎月第４日曜日 公民館
南ケ丘1 南ケ丘１区シニアクラブ 楽寿会 月によって変わる 憩の家
南ケ丘2 南ケ丘２区シニアクラブ 紅会 毎月第４土曜日 公民館
つつじケ丘 シニアクラブ つつじ会 毎月第３金曜日 憩の家　公民館

中
央

上大利 上大利シニアクラブ みどり会 毎月第４土曜日 公民館
下大利 下大利シニアクラブ 白寿会 毎月第２水曜日 公民館
東大利 東大利シニアクラブ 月によって変わる 公民館
下大利団地 下大利団地シニアクラブ もちのき会 毎月第１日曜日 公民館
白木原 白木原シニアクラブ 福壽会 偶数月＋１月（新年会） 公民館
瓦田 瓦田シニアクラブ 明寿会 奇数月第２金曜日 公民館

東

釜蓋 釜蓋シニアクラブ 寿会 ２ヶ月１回例会 公民館
井の口 井の口シニアクラブ 毎月第４水曜日 公民館
中 中シニアクラブ 毎月第４土曜日 公民館
乙金 乙金シニアクラブ 毎月１日例会 憩の家
乙金台 乙金台シニアクラブ 毎月１回例会 公民館
乙金東 乙金東シニアクラブ 毎月第１土曜日 公民館
大池 大池シニアクラブ 毎月第４日曜日 公民館

北

上筒井 上筒井シニアクラブ 第３土曜日（４月、７月、12月、３月） 公民館
下筒井 下筒井シニアクラブ 宝寿会 毎月第４土曜日 公民館
山田 山田シニアクラブ 毎月10日（６月、８月、10月を除く） 公民館
雑餉隈町 雑餉隈町シニアクラブ 敬友会 毎月第４土曜日 公民館
栄町 栄町シニアクラブ 毎月第２水曜日 公民館
仲島 仲島シニアクラブ 毎月10日前後の水曜日か土曜日 憩の家
畑詰 畑詰シニアクラブ 寿和会 毎月第４土曜日 公民館
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記載されている情報は、休止・延期または一部変更になっている場合があります。詳しくは、各問合せ先にご確認ください。


