
区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

２
丘
ケ
南

ひまわり会

月1回（4月は無し）第1または第2木曜日
10：30～13：00 南ケ丘２区公民館

092-596-3501
400円／日（昼食代）

歌踊体操
第１・３木曜日　10：00～12：00 南ケ丘２区公民館

石井
092-596-1029200円／回

混声合唱団
TSUKUSHI・21

コーラスの教室
音楽祭、合唱祭への参加あり

水曜日　19：00～21：00 南ケ丘２区公民館
岸山
090-1362-70333,000円／月

南ケ丘２区コーラス
（やさしいコーラス）

童謡・唱歌・世界の名曲を中心に
コーラスの練習を行う

第１・３水曜日　13：45～15：00 南ケ丘２区公民館
坂本
080-5216-73451,000円／回

紅会
ペタンク同好会 水・木・金曜日　9：00～10：00

南ケ丘２区公民館
092-596-3501シニアクラブ

ゲートボール同好会 日～金曜日　8：00～10：00

ダーツ同好会 月・火・土曜日　10：00～12：00

カラオケ同好会 月曜日　13：00～16：00

丘
ケ
じ
つ
つ
ふれあい会
（ミニデイ）

参加型の頭と体を使ったゲームなど
対象：70歳以上の独居の人（昼間
１人も含む）、75歳以上の人

第２金曜日　9：30～13：00
つつじケ丘公民館
092-596-0027

300円／日

ブリッジ同好会

第１金曜日（参加メンバーの都合
で変更する事あり）
13：30～15：30 つつじケ丘公民館

092-596-0027
300円／回

ラージボール
ピンポンクラブ

水・金曜日　13：00～16：00
つつじケ丘公民館
092-596-0027

2,000円／６ヶ月

グラウンドゴルフサークル 月・水・金曜日　8：30～10：00

つつじケ丘公民館
092-596-0027シニアクラブ カラオケサークル 土曜日　13：00～15：00

舞踊サークル 火・木曜日　13：00～15：00
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ミニデイ 高齢者に役立つ講演会や体操など
対象：南ケ丘２区の65歳以上の人

年間4回　第2または第3木曜日
10：00～11：30 南ケ丘２区公民館

092-596-3501
無料

70歳以上単身者同士の交流を図
り昼食を共にする

参加者が講師となり、手話や舞
踊で身体を動かし交流を図る

すずらん 北山清香
092-596-4592

ドリームコール
毎週土曜日　15：00～17：00 南ヶ丘２区公民館

中島・石井
092-596-35012,000円／月

第1・2月曜日　13：30～15：30

1,500円／月

手話ダンスを先生から習い、発
表を目指して練習。手話、楽
曲、ステップを覚えると、頭と
体をフルに使う

外国初の2人×2人で対戦する
カードゲーム

通常の卓球よりボールが大き
く、打球スピードが遅く、幅広
い人が楽しめるスポーツ

コーラス、ピアノとそれぞれ先
生を招いてのコーラス指導をし
ている

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。

区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

利
大
上

上大利翔劇団
各種サークルから集まった
ボランティアが歌、踊り、手品を
お届けします！ 

月１回以上開催　時間：要相談
上大利公民館
092-596-4686

無料

囲碁・将棋　同好会 水曜日　13：00～17：00

上大利公民館
092-596-4686シニアクラブ

グラウンドゴルフ同好会 火・金曜日　9：00～11：00

ゲートボール同好会 毎日（雨天中止）　7：00～9：00

ペタンク同好会 月～金曜日　9：00～10：30

カラオケ同好会 木曜日　10：00～12：00

卓球同好会 水曜日　14：30～17：00
土曜日　9：30～12：00

利
大
下
いきいきサロン
（ミニデイ）

健康体操、落語、ビンゴゲームなど
を開催
対象：70歳以上の人

年４回　第４木曜日
10：00～13：00 下大利公民館

092-571-6367
無料

【中央地区】
区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

域
全
区
地
央
中

よりどころ中央

みんなで作る高齢者の集いの場
介護予防体操やレクリエーション
など、どなたでも参加できます
茶話会やおにぎり、クッキーの
販売あり

年３回 土曜日　10：00～13：00
事務局（悠生会）
092-504-1000

100円／回

わくわくカフェ

色々な世代が「おたがいさま」で
つながり、交流する場
コーヒーや紅茶などの飲み物と
ちょっとしたお菓子あり、イベントも
開催

第４水曜日　11：30～15：30 わくわくカフェプロジェクト
志岐
090-7399-1560無料

中高年の健康体操
おしゃべりしながら音楽に合わせた、
全身を使った体操
お手玉体操、玄米にぎにぎ体操など
道具を使った体操あり

水曜日　13：30～15：00
内海
090-1926-8087

2,500円／月

囲碁・将棋サロン
第２木曜日　13：00～16：00 中央パートナーシップ

活動支援センター
(中央コミュニティセンター内)
092-573-3127100円／回

中央いきいきダーツ
教室

第2・4火曜日　10：00～12：00 中央パートナーシップ
活動支援センター
(中央コミュニティセンター内)
092-573-3127250円／回

おおのじょう
こども食堂みずほ町

食事をしながらおしゃべりしませんか？
こどもだけでなく、どなたも参加できます

第２土曜日　10：30～13：30 NPO法人
チャイルドケアセンター
092-502-8822
開催場所
西松建設 平和寮こども無料　大人200円
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囲碁や将棋がお好きな人
※男女問わず初心者歓迎、事前予
約不要

ダーツは、健康づくり・仲間づく
り・生きがいづくりに最適な、誰
にでもできるスポーツです
※初心者歓迎

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。



区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

利
大
下

カフェ＆ギャラリー
レ・グラン

手芸の展示があるカフェ
展示は申し込み順で予約、展示は
無料、販売時は手数料が必要
音楽のイベント、歌カフェ、
ジャズカフェ、コンサートも開催

火～金曜日　10：00～19：00
土・日　10：00～18：00
月曜　定休日

092-591-3061
下大利２丁目18-25

ひょうたん島
野菜や小物、雑貨の販売があるカフェ
奥の部屋ではフラダンス、書道の教室も
あり

水～金曜日　12：00～18：00 092-586-3846
下大利３丁目1-1

和紙ちぎり絵 講師の指導の元、和紙を薄くちぎって
貼る作品作り

第２火曜日　10：00～12：00
下大利公民館
092-571-6367

1,000円／月　キット2,000円～

自彊術 体だけでなく脳の調整を行う呼吸法を
兼ねそなえた日本古来の健康体操

金曜日　10：00～11：30
下大利公民館
092-571-6367

3,000円／月

大正琴 大正琴が好きな人の集い
琴の貸し出しもあり

第2・4金曜日　10：00～11：30
下大利公民館
092-571-6367

2,500円／月

大野城 五行歌
季語、決まりは無く自由に自分の気持ちを
五行の詩に書いてください
皆の詩を囲んでおしゃべりするサロン

第２火曜日　14:00～17：00
小河
092-591-3726

6,000円／年

白寿会歌謡倶楽部 金曜日　10：00～12：00

下大利公民館
092-571-6367

フラダンス 第1・3火曜日　13：00～16：00

俳句 第２火曜日　10：00～12：00

パッチワーク 第1・3月曜日　13：00～15：00
シニアクラブ

グラウンドゴルフ 月・水・金曜日　8：00～10：00

書道愛好会 水曜日　10：00～12：00

木曜会
みんなでおしゃべりするサロン 木曜日　9：30～12：00

ひょっとこ踊り 月２回 月曜日　11：00～12：00

利
大
東

ミニデイ
健康体操、音楽サロン、健康講話
などを開催
対象：70歳以上の独居の人

第2または第4火曜日
10：00～13：00 東大利公民館

092-591-8943
無料

地域食堂
こもれび

介護施設内で開催される地域食堂
4日前までに予約が必要
対象：65歳以上の人

火・金曜日　12：30～15：00
木もれ日の館
092-593-2300

昼食代 350円

お笑い会
体操や行事に参加して、みんなで
笑いましょう！

月１回　時間：月によって変動

東大利公民館
092-591-8943

シニアクラブ
グラウンドゴルフ 水曜日　9：00～10：30

ペタンク 月1回 水曜日　9：00～10：30
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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。



区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

利
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下大利公民館
092-571-6367
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五行の詩に書いてください
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白寿会歌謡倶楽部 金曜日　10：00～12：00

下大利公民館
092-571-6367

フラダンス 第1・3火曜日　13：00～16：00

俳句 第２火曜日　10：00～12：00

パッチワーク 第1・3月曜日　13：00～15：00
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利
大
東
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介護施設内で開催される地域食堂
4日前までに予約が必要
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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。

区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

地
団
利
大
下

ミニデイ
音楽サロン、健康運動、講話などを
開催
対象：65歳以上の独居の人

第３火曜日　10：00～12：00
下大利団地公民館
092-573-8440

無料

しゃべり場
高齢になっても安心して暮らせる
地域を目指し、地域の人が気軽に
立ち寄れる集いの場

木曜日　10：00～15：00 直接訪問し、お問い合わせ
ください
下大利団地管理事務所
１棟横（Eラウンジ）無料

ナインパッチワーク みなさんとおしゃべりしながら
パッチワークをやってみませんか

水曜日　10：00～15：00
開催時、公民館に直接
お越しください

1,000円／月

ふたば会
イスに座って行う、誰にでもでき
る体操です

第１・２・３木曜日
10：00～12：00

もちのき会
090-4997-3677

麻雀 土・日曜日　11：00～14：00

シニアクラブ カラオケ 水曜日　13：00～15：00

グラウンドゴルフ 月～土曜日　8：00～10：00

絵手紙 水曜日　10：00～12：00

原
木
白

ミニデイ 健康体操、レクリエーションなど
対象：70 歳以上の人

11～3月　第4月曜日
13：30～15：00 白木原公民館

092-571-4403
無料

白木原囲碁同好会 白木原区の人はどなたも参加できる、
囲碁が好きな人の集い

水・土曜日　13：00～17：00
伊藤
092-582-7110

200円／月

吟道 清泉流清泉会
白木原公民館支部

詩吟は漢詩に譜を付けた日本の文化
大きい声、深い呼吸で健康になり
ませんか

水曜日（公民館）　10：00～12：00
木曜日（集会所）　14：00～16：00

（集会所）
安田  092-581-3580
（公民館）
島田  092-581-69503,100円／月

まどか句会 身近にあるものを見て感じて五七五に
してみましょう　俳句いかがですか？

第2月曜日　13：30～15：00
北
092-596-4184

1,000円／月

フラダンス
皆さんと一緒にフラダンスを踊って
みませんか？
施設への慰問等、いろんな場所で公演を
行っています

第2・4木曜日　13：30～15：00
稲葉
092-923-0958

1,800円／月

琴城流 大正琴 一緒に大正琴をやってみませんか？
演歌だけでなく、歌謡曲も教えています

第2・4金曜日　10：30～12：00
稲葉
092-923-0958

2,500円／月
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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。



区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

原
木
白 詩吟部 火曜日　13：30～16：30

白木原福壽会
092-591-1107シニアクラブ カラオケ部会 第1・3金曜日　10：00～12：00

喜衣流 喜衣会
舞踊が好きな人の集い 木曜日　14：00～16：00

田
瓦

ミニデイ
体操教室、レクリエーションなどを
開催
対象：65歳以上の人

11～3 月　第４水曜日
10：00～13：00

瓦田公民館
092-571-4453

レクサカフェほっと
椅子に座ってできる健康運動体操
音楽をふんだんに使った
エクササイズで楽しく健康に
午後は茶話会あり

第3金曜日　9：30～14：00
肥後
090-8407-8154

100円／回

活き活きハーモニカクラブ
初心者でも優しく教えます
ハーモニカは個人購入

第2・3水曜日　10：00～12：00

瓦田公民館
092-571-4453

カラオケ 第2・4月曜日　10：00～12：00

ゲートボール 月・水・木・金曜日
9：00～11：00

シニアクラブ グラウンドゴルフ 火・土曜日　9：00～11：00

雑学部
いろいろなことが楽しめます 第1・3木曜日　13：30～15：30

ペタンク 金曜日　13：30～15：30

麻雀
麻雀が好きな人の集い初心者でも
やさしく教えます

水曜日　13：00～16：30

囲碁・将棋 第2・4金曜日　13：00～16：00
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吟道　清泉流清泉会
島田教室

火曜日　13：00～15：00
木曜日　10：00～12：00
　　　　16：00～18：00
　　　　19：00～20：00

島田
092-581-6950
瑞穂町集会所

3,100円／月

ウクレレ
第1・2・3木曜日　10：00～12：00

古賀
092-581-4614

500円／月

詩吟は漢詩に譜を付けた日本の文化
大きい声、深い呼吸で健康になりま
せんか

ウクレレで童謡、唱歌、ハワイアン
など演奏しています
誰でも気軽に見に来てください

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。


