
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。

区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

蓋
釜
ミニデイ 笑いヨガ、音楽サロンなど

対象：65歳以上の人
年３回　10：00～12：00 釜蓋公民館

092-503-0022
無料

クローバー フォークダンス教室
例年、各種大会に出場する

月曜日　10：00～12：00 釜蓋公民館
092-503-0022
宮田
092-503-53841,000円／月

【東地区】
区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

域
全
区
地
東
認知症カフェ悠

第３土曜日　14：00～15：30 悠生園
デイサービスセンター
サテライトだんらん
092-504-7060

100円／回
コーヒー、お菓子あり

よりどころ東
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２回　10：30～13：00 事務局(悠生会)
092-504-1000

100円／回

いきいきホール
イベント

①まどか体操　②ゆめ畑フェア 野菜販売　③フルートコンサート
④五ヶ山豆腐販売　⑤フラワーアレンジメント教室　⑥三味線演奏会 
他イベントあり
※毎月の予定は一覧にして用意、施設内掲示しています。

悠生会
092-504-1000

東コミカフェ
淹れたてのコーヒーがあり、
みんなが集える場所定期的に手芸
などの開催あり
（材料費別途必要）

第２火曜日・第４金曜日
13：00～16：00

東パートナーシップ
活動支援センター
(東コミュニティセンター内)
092-504-1428

100円／回

囲碁・将棋サロン

囲碁や将棋がお好きな人、
（毎週水曜日は将棋デー、囲碁も
通常通りできます）
※男女問わず初心者歓迎、事前
　予約不要

水・金曜日（但し第4金曜日は除く）
13：00～16：00

100円／回

ほっとカフェ
みんなで集まって話そうや！

どな人の族家）害障知認度軽（ICM
集いの場
※認知症相談随時行っています

第４水曜日　13：30～15：30
東地区地域包括支援センター
092-504-5858100円／回

コーヒー・お菓子あり

オカリナ愛好会

ハーモニカ同好会

オカリナ演奏を楽しむ会
地域で演奏する機会あり

木曜日　13：00～14：00 小林
090-9499-0056
悠生会地域包括
ケアセンター内で開催無料

東コミいきいき
ダーツ教室

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

月２回　10：00～12：00
（詳細要 問い合わせ）

300円／回

大城ラージボール
大城地区の人を中心としたラージ
ボール（卓球）
※初心者、男性歓迎
楽しく身体を動かしてみませんか！

水・金曜日　13：00～15：30 釜蓋公民館
092-503-0022

500円／月
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認知症の人やその家族が集える場
所、どなたでも参加可
認知症介護の相談や講座あり

第1・3水曜日　10：00～12：00

100円／回

東パートナーシップ
活動支援センター
（東コミュニティセンター内）
092-504-1428初めての人の参加OK！

どなたでも楽しく吹けるハーモニカ

囲碁部 土曜日　13：00～17：00
釜蓋公民館
092-503-0022シニアクラブ

カラオケ部 第１・３金曜日　13：30～15：30

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

蓋
釜

釜蓋公民館
092-503-0022シニアクラブ

ゲートボール部 月・火・木・金・土曜日
9：00～12：00

グラウンドゴルフ部 水曜日　14：00～16：00
金曜日　　9：00～11：00

ペタンク部 水曜日　9：30～11：30

口
の
井

月陽会
（ミニデイ）

バスハイク、笑いヨガ、
レクリエーション、音楽サロンなど
対象：70歳以上の人

年10回　10：00～13：00
井の口公民館
092-503-5384300円／回

バスハイクのみ1,000円

ハナちゃんの
ハンドメイド

手芸・キルト、各種バック、ペンケース、
小物入れ、帽子などを作成

第２・４木曜日　10：00～15：00
井の口公民館
092-503-5384

500円／月

趣味の会
（ビーズ）

本格的なビーズ手芸
デリカビーズ織り、ペンダント、
ブローチなど作成

第２・４木曜日　10：00～15：00
井の口公民館
092-503-5384

材料費のみ

井の口公民館
092-503-5384

カラオケ 第１・２・３金曜日
13：30～15：30

シニアクラブ

井の口フラダンス同好会 第１・３木曜日　10：00～12：00

グラウンドゴルフ 第１・２・３水曜日
10：00～13：00

茶道同好会 第２・４金曜日　9：30～11：30

ペタンク 第２・３月曜日　10：00～12：00

中

かたろう会
（ミニデイ）

健康体操、笑いヨガ、脳トレ、
コミュニケーション麻雀、
クリスマス会
定期的に講話あり
対象：65歳以上の独居の人・
昼間独居の人、70歳以上の
高齢者世帯、障がいのある人

年９回　10：00～13：00
中公民館
092-504-0258

300円／回

木工教室
木工用ハンドソー（機械）を使った
木工作品制作
焼きこてによる焼き絵、焼文字の
制作

月・水・金曜日　10：00～15：00
中公民館
092-504-0258区内1,000円／回

区外の人は要相談

カラオケ 月２回火曜日　13：30～15：30

中公民館
092-504-0258

編み物教室 年３回　第３または第４月曜日
9：30～15：00

ちぎり絵教室 年４回 第１土曜日
9：30～15：00

シニアクラブ
ウォーキング 年３回 第３土曜日

9：30～11：30

グラウンドゴルフ楽遊会 火・木曜日　9：00～11：00

ペタンク 水・金曜日　9：00～11：00
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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

蓋
釜

釜蓋公民館
092-503-0022シニアクラブ

ゲートボール部 月・火・木・金・土曜日
9：00～12：00

グラウンドゴルフ部 水曜日　14：00～16：00
金曜日　　9：00～11：00

ペタンク部 水曜日　9：30～11：30

口
の
井

月陽会
（ミニデイ）

バスハイク、笑いヨガ、
レクリエーション、音楽サロンなど
対象：70歳以上の人

年10回　10：00～13：00
井の口公民館
092-503-5384300円／回

バスハイクのみ1,000円

ハナちゃんの
ハンドメイド

手芸・キルト、各種バック、ペンケース、
小物入れ、帽子などを作成

第２・４木曜日　10：00～15：00
井の口公民館
092-503-5384

500円／月

趣味の会
（ビーズ）

本格的なビーズ手芸
デリカビーズ織り、ペンダント、
ブローチなど作成

第２・４木曜日　10：00～15：00
井の口公民館
092-503-5384

材料費のみ

井の口公民館
092-503-5384

カラオケ 第１・２・３金曜日
13：30～15：30

シニアクラブ

井の口フラダンス同好会 第１・３木曜日　10：00～12：00

グラウンドゴルフ 第１・２・３水曜日
10：00～13：00

茶道同好会 第２・４金曜日　9：30～11：30

ペタンク 第２・３月曜日　10：00～12：00

中

かたろう会
（ミニデイ）

健康体操、笑いヨガ、脳トレ、
コミュニケーション麻雀、
クリスマス会
定期的に講話あり
対象：65歳以上の独居の人・
昼間独居の人、70歳以上の
高齢者世帯、障がいのある人

年９回　10：00～13：00
中公民館
092-504-0258

300円／回

木工教室
木工用ハンドソー（機械）を使った
木工作品制作
焼きこてによる焼き絵、焼文字の
制作

月・水・金曜日　10：00～15：00
中公民館
092-504-0258区内1,000円／回

区外の人は要相談

カラオケ 月２回火曜日　13：30～15：30

中公民館
092-504-0258

編み物教室 年３回　第３または第４月曜日
9：30～15：00

ちぎり絵教室 年４回 第１土曜日
9：30～15：00

シニアクラブ
ウォーキング 年３回 第３土曜日

9：30～11：30

グラウンドゴルフ楽遊会 火・木曜日　9：00～11：00

ペタンク 水・金曜日　9：00～11：00
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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
中 ダーツ 水曜日　13：30～15：30

中コーラスすずらん 第２・４木曜日　13：00～14：30

金
乙

健康づくりミニデイ

音楽サロン、ガンバルーンなど
対象：年２回（４月、１月）
65歳以上独居の人・77歳以上の人
年３回（５月、１１月、２月）
65歳以上

年２回　10：00～13：00
年３回　10：00～11：30 乙金公民館

092-504-1870
無料

合同かごめかごめの会

①高齢者と学童の交流
②工作づくり、クイズ
③子どもたちとカレー作り
対象：65歳以上の独居の人、
77歳以上の人

年３回
10：00～11：30または12：30～ 乙金公民館

092-504-1870
無料

すこやかクラブ
乙金太極拳教室

太極拳 平均年齢７０歳
運動しやすい服装（スカート不可）
上履き必要

月曜日　15：00～16：30
乙金公民館
092-504-1870

1,200円／月

シニアヨガ 60歳以上の人を対象とした体を
ほぐす優しいヨガ

第２・４金曜日　11:30～12:00
乙金公民館
092-504-1870

500円／回　当日参加可

グラウンドゴルフ 月・水・金曜日　9：00～11：00

乙金公民館
092-504-1870シニアクラブ

シルバー唄おう会 火曜日　13：00～15：00

カラオケ教室 第２・４水曜日　15：00～17：00

ペタンク 不定期

台
金
乙
花草会
（ミニデイ）

ガンバルーン、コグニサイズ、
バスハイクなど
対象：70歳以上の独居の人、
75歳以上の人

年６回程度
乙金台公民館
092-503-9793無料

バスハイク1,500円／回

南唱会 仲間づくり
新しい歌謡曲を覚える

月３回（木曜日）　13：30～15：30
乙金台公民館
092-503-9793

2,000円／月

日本3B体操協会 仲間と一緒に楽しく健康を考える。
ボール、ベル、ベルタ―使用

金曜日　9：50～11：50
三原
090-6420-7169

3,000円／月

ウォーキングクラブ ４月～６月、９～11 月
10：00～12：00

乙金台公民館
092-503-9793シニアクラブ

ペタンククラブ 火・木曜日　8：00～9：00

カラオケクラブ 金曜日　13：15～15：00

菜園クラブ 不定期

吟詠クラブ 第１・２・３木曜日
10：00～12：00

グラウンドゴルフクラブ 月・水・金曜日
9：00（8：10集合）～11：00
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シニアクラブ 中公民館
092-504-0258

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

東
金
乙
しののめ会
（ミニデイ）

健康体操、コミュニケーション
麻雀、ゲームなど
対象：70歳以上の独居の人、
昼間独居の人、障害のある人

年１回　10：00～14：00
乙金東公民館
092-503-8812

300円／回

ミニ寄り合い 健康体操・ゲームなど
対象：65歳以上の人

年２回　10：00～14：00
乙金東公民館
092-503-8812

300円／回

なの花グループ 第２木曜　パッチワーク教室
第４木曜　お花教室

第２・４木曜日　13：30～16：30
乙金東公民館
092-503-8812500円／回

材料費別途あり

グラウンドゴルフ 不定期　9：00～11：00

乙金東公民館
092-503-8812カラオケ 水曜日　9：50～12：00

シニアクラブ 卓球 月曜日　13：00～15：30

ひまわり合唱団
ピアノ講師の指導によるコーラス
未経験者可

第1火曜日・第3金曜日
10：00～12：00

乙金東公民館
092-503-8812
第１火曜日
悠生園多聞ホール
第３金曜日
乙金東公民館

池
大

こすもすサロン
健康体操、音楽サロン、笑いヨガ、
バスハイクなど
対象：65歳以上の人

月１回程度（変更あり）
10：30～14：00 大池公民館

092-504-1386
500円／回　(内100円おやつ)

平山ヨガ教室
水曜日　10：00～11：20

平山
090-7464-3459

3,000円／４回

大野城市囲碁連盟
大池支部

毎年１月の成人の日に囲碁初打ち
大会を行う
年２回団体戦個人戦がある
（囲碁連盟主催）

火曜日　13：00～17：00
大池公民館
092-504-1386

1,000円／年

すっきりヨガ

体の内側と向き合い深い呼吸と
ポーズを行い、歪みを改善させて
いきます
日常生活がとても楽しくなって
いきます

火曜日（月４回）　10：00～11：00
大池公民館
092-504-1386

詳細はお問合せください

お茶クラブ 第２・３金曜日　10：00～12：00

大池公民館
092-504-1386

カラオケクラブ 第１・３火曜日　10：00～16：00

シニアクラブ 習字教室 第２・４木曜日　10：00～12：00

詩吟 第２水曜日　10：00～12：00

大人の塗り絵 第１・３日曜日　10：00～12：00
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身体の痛みや不調は自分で改善で
きます。
楽しく個人にあった指導をします

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。


