
大野城市・
PRキャラクター
大野ジョー

大野城市社会福祉協議会
イメージキャラクター
ふーちゃん

大野城市
暮らしの
もやい帳
～住み慣れた地域で支えあい、
　　　　安心して暮らせる共働のまちづくり～

シニア世代の生活向上、
生きがいづくり、介護予防に役立つ
「社会資源情報」を集めた冊子です。

2020（令和2）年12月
大野城市・大野城市社会福祉協議会



はじめに

　高齢化が急速に進む現代において、高齢者が住み慣れた場所で、
自分らしい暮らしをできるだけ長く続けていくために必要な「医
療・介護・住まい・介護予防・生活支援」が包括的・一体的に提供
される体制である「地域包括ケアシステム」の構築が進められてい
ます。この「暮らしのもやい帳」は地域包括ケアシステムの構築を
進めていく事業のうち、地域での支え合いを中心とした地域づくり
を進める「生活支援体制整備事業」の一環として、高齢者の生活向
上・生きがい創造・介護予防に役立つ情報をまとめた冊子です。
　また、冊子の内容は、これから迎える大野城市の高齢化に向け
て、市民の皆さまが、「○○できるようになりたい、△△がした
い」などの希望をかなえるために役立つ情報を１冊にまとめたもの
で、生活支援コーディネーター※が、独自に調査したものや、情報
の提供を受け、実際に訪問などしたものを中心に掲載しています。
　冊子のタイトルでもある「もやい」とは、みんなで１つのことに
取り組むことをいいます。その「もやい」が地域に広がることで住
みやすい大野城市になればと思います。
　今後も掲載情報については定期的に更新していきたいと考えてお
りますので、ぜひご活用ください。

◆この「暮らしのもやい帳」には、地域の高齢者に役立つ情報を幅広く提供するため、
事業の運営主体（地域・企業・市など）や費用の有無の別を問わず掲載しております。
また、掲載されている情報の内容について市が保証するものではありません。

◆この資料は大野城市公式ホームページでダウンロードすることができます。

※生活支援コーディネーターとは
　大野城市では、生活支援体制整備事業の中で活動する「地域支えあい推
進員」を生活支援コーディネーターと呼んでいます。
　この「暮らしのもやい帳」も
生活支援体制整備事業の一環と
して製作しております。
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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。
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見守り・安否確認
　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるにあたり、地域の方のちょっとした声かけや見守りがあると安心し
て生活できます。地域には公民館による見守り活動、市の高齢者福祉制度、民間事業者などによる見守りや安
否確認があります。

名称 内容 対象者 ☎お問い合わせ先

公民館による見守り活動 民生委員、福祉委員、福祉推進委員などに
よる高齢者の見守り 各公民館による 各公民館

（Ｐ.28参照）

各地区地域包括支援
センターによる見守り

各地区地域包括支援センター職員に
よる訪問・見守り 65歳以上の人 各地区地域包括支援センター

（Ｐ.27参照）

緊急まどかコール
（市の高齢者福祉サービス）

24時間体制で受信センター職員が緊急時の
相談に対応
必要時はヘルパーまたは看護師が対応

心疾患・脳血管疾患などにより必要と
認められる65歳以上の独居の人

基幹型地域包括支援センター
092-501-2306

徘徊高齢者等位置検索
サービス
（市の高齢者福祉サービス）

徘徊高齢者に発信機付携帯端末を貸与し、
所在不明になった場合、家族などからの
問い合わせに対し現在地を知らせる

65歳以上の認知症による徘徊が
認められる在宅高齢者を介護して
いる人

福祉電話設置
（市の高齢者福祉サービス）

電話がなく、安否確認や日常の連絡が
必要な高齢者へ福祉電話を設置

安否確認が必要と認められる65歳
以上の独居の人、かつ非課税の人

見まもっＴＥＬプラス

①週２回の電話による安否確認を
　行い、結果を指定連絡先（最大
　５名まで）にメールでお知らせ

・市内に単身でお住まいの人
・電話をお持ちの人（固定・
　携帯・スマートフォン）

㈱友心
0120-960-877
092-408-5939

サービス詳細：
0120-240-343

郵便局のみまもりサービス

・みまもり訪問サービス2,500円／月
・みまもりでんわサービス
（固定電話）1,070円／月 
（携帯電話）1,280円／月 
・駆けつけサービス 
（オプション）月額＋880円／月 
※金額は税込

みまもり訪問サービス
・毎月1回、郵便局社員が高齢者様宅
を訪問し、その結果をご家族様へ
お知らせします。

みまもりでんわサービス
・毎日指定された時間帯に自動音声電
話をおかけし、体調確認結果をご家
族にメールでお知らせします。

駆けつけサービス
・もしものときには、ご家族様からの
要請に応じて警備会社がご自宅に駆
けつけます。

○各郵便局 
※簡易郵便局を除く 
○お客様サービス相談センター 
※受付時間 
(平日）9：00～21：00
(土・日・休日)9：00～17：00
＜フリーコール＞ 
0120-23-28-86　
＜携帯電話＞ 
0570-046-666　
(通話料有料） 

ご存知ですか？
　最近では、高齢者の生活を支える多様なサービスを、身近なところでも展開しています。
例えば・・・
九州電力（0120-986-707）では、安否確認、家事サービス、お墓サポート、空き家サポートなど
　　　　　　西部ガス（0120-987-767）では、緊急通報、安否確認、健康・介護相談など

その他、携帯電話会社などでも、安否確認サービス等を、さまざまな形で提供しています。

1

②利用者の自宅内での不慮の事故
　（スタンダードコース）
上記のような理由による原状回復・
家財整理
《支払対象》原状回復・家財整理
《補償限度額》
支払い実費分に対して最大100万円
《利用料金(税別)》
初回登録料：10,000円
月額利用料：  1,500円
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　　　　　　西部ガス（0120-987-767）では、緊急通報、安否確認、健康・介護相談など

その他、携帯電話会社などでも、安否確認サービス等を、さまざまな形で提供しています。

1

②利用者の自宅内での不慮の事故
　（スタンダードコース）
上記のような理由による原状回復・
家財整理
《支払対象》原状回復・家財整理
《補償限度額》
支払い実費分に対して最大100万円
《利用料金(税別)》
初回登録料：10,000円
月額利用料：  1,500円

）
り
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配食（＋見守り）

家事援助

　買い物や調理など食事づくりに不自由を感じた場合、自宅での栄養状態を維持するために、民間事業者による
食事の配達や市の配食サービスがあります。配達時に安否の確認や見守りを行います。

　高齢や病気により自宅での生活に不自由を感じたり、困難なことがある場合、日常生活を維持するためにで
きなくなったことを手伝ってもらったり、必要に応じて、買い物や掃除、調理、洗濯などの日常生活で必要な
家事を支援します。

名称 内容 注文時の注意点 ☎お問い合わせ先

配食サービス
（市の高齢者福祉サービス）

原則手渡し　事前調査あり
毎日配達

65歳以上で調理、
食材の調達が難しい人

基幹型地域包括支援センター
092-501-2306

原則手渡し　保冷箱への配達も可
カロリー、塩分控えめ食・透析食・
日替わりメニューあり

1食から注文可
キャンセルは前日まで
常温で配達　時間指定不可

092-921-2164

まごころ弁当
福岡中央店

保冷バックへの配達可
各種調整食あり
無料の安否確認サービスあり

前日16:00までの注文で翌日配達可
電話受付は平日のみ（定休日：日曜日）
市内配達できない地域あり
（要相談）

092-555-5579

コープの夕食宅配

宅配クック１２３
太宰府・大野城店

ライフデリ博多店
配食サービス

原則手渡し　保冷箱への配達可
各種アレルギー食あり
安否確認・お困りごとサービスあり
（短時間での対応で、内容は要相談）

配達は２回
昼食 8:30～12:00
夕食 14:00～18:00
時間指定は不可

092-710-0345

ワタミの宅食 鍵付きボックスあり
冷蔵の弁当・おかずのみの冷凍弁当あり

水曜日までの注文で
翌週から毎日配達 0120-191-950

エフコープ 月曜日～金曜日５日分の夕食宅配
おかずのみコース・弁当コースあり
保冷箱対応可

組合員対象（出資金1,000円）
支払いは口座引き落とし
時間指定不可

0120-41-0120
(月)～(金) 9:00-18:00
(土) 9:00-17:00

セブン-イレブンの
セブンミール

セブンミールで注文した弁当（日替わり
弁当、おかずセット）を自宅へ配達
（最寄りの店舗での受け取りも可能）
※お届けを実施していない店舗あり。

1,000円以上の注文から配達
店頭受取の場合、料金設定なし
《配達料》
200円（1,000円～2,999円）
3,000円以上は無料
受取希望の3日前、朝10:30までに注文
（その他の商品は、前日10:30まで
の注文で配達可能）※全て税別

注文専用ダイヤル
0120-736-014

8：00～19：00
年中無休

名称 内容 ☎お問い合わせ先

使ってバンク
暮らしのサポート事業

日常生活の中のちょっとした困りごとを「おタスケさん（ボランティア）」が
解決のお手伝いをする地域の支えあい事業
例）電球交換、窓ふき、ゴミ出し、家具のちょっとした移動、ちょっとした
修理など60分以内で解決できるもの
事前に職員が下見訪問
10分程度の活動で100円相当のありがとう券が必要

各パートナーシップ活動支援センター
（各コミュニティセンター内）
使ってバンク専用電話
南　　092-595-6232
中央　092-516-6946
東　　092-515-9231
北　　092-504-4833

公益社団法人
大野城市シルバー人材
センター

仕事依頼の受付（除草・剪定、掃除・洗濯・調理、話し相手、
エアコンクリーニングなど）
会員の募集、60歳以上の市内在住の人が会員登録可能
入会を希望する場合は、まずは電話→説明会出席（約２時間）→
登録・年会費支払後、仕事の調整

シルバー人材センター
092-582-0221

【家事援助】
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※下記は配食のみ
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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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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

4
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。
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【南地区】

区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

域
全
区
地
南

南地区コミュニティ運営協議会
（南コミュ二ティセンター）
092-596-1044

いきいきボラン
ティア入門講座

不定期　13：30～15：30

無料

気軽に着物をきて
みませんか

第１月曜日　10：00～12：00

南パートナーシップ
活動支援センター
（南コミュ二ティセンター内）
092-596-0686

200円／回

囲碁・将棋でたのし
みませんか

毎週水曜日
13：00～15：00

100円／回

詩吟にふれよう
第４月曜日　10：00～12：00

200円／回

げんきかい
第４木曜日　10：00～12：00

100円／回

シニアの広場
毎週月曜日　11：00～13：00

参加100円　軽食200円

まどか太極拳

毎週月曜日
15：00～17：00（4月～9月）14：00～16：00（10月～3月）白川隆一

090-2508-8875
3,000円／月４回

筑紫南ヶ丘病院
健康教室

「病気にならない体づくり」をテーマに
毎月各部門（医師・看護師等）による
講話・簡単10分間リハビリ体操

第３水曜日　14：30～15：30 筑紫南ヶ丘病院
(牛頸1034－5)
092-595-0595参加無料　無料送迎あり（事前連絡要）

さわやかカフェ南
（認知症カフェ）

第２土曜日　14：00～15：00 さわやかテラス大野城
（牛頸4丁目5-29）
092-513-7511無料

2,000円／月

5

着物を持ち寄って着付けをしながら
楽しく語りましょう（着付け教室で
はありません）

初心者や女性も一緒に囲碁や将棋を
楽しみませんか？

麻雀や脳トレ、音楽を聴いたりと楽
しい時間をすごします

軽食を取りながら楽しくおしゃべり
して交流しませんか？

四正太極拳や四正剣を楽しく学習し
筋力アップやストレス解消になり
ます

認知症の人やその家族、近隣の人、
どなたでも気軽に集える場

宮原武彦
092-596-0834大野南太極拳クラブ

毎週金曜日（祝祭日休み）
15：00～16：30南コミュニティにて太極拳クラブを

行い、気・血流・リンパを循環させ
て身体の健康維持を図る

ボイストレーニングをしながら腹式
呼吸で健康づくりをしてみません
か？

地域で活かせるボランティア活動を
見つける講座

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。

ふれあい市場　
【南地区のみ】

月に３回南地区を回り移動販売　食材や日用品を原価価格で販売
商品の例・・・豆腐類、味噌、醤油、卵、野菜類、果物類、お米、パン、
ごみ袋、トイレットペーパー、その他あり
※詳細は南コミュニティ運営協議会にお問い合わせ

南地区コミュニテイ運営協議会
（南コミュニティセンター）
092-596-1044

☎お問い合わせ先名称 内容

200円／回
ウクレレで歌おう会

第３金曜日　10：00～12：00
初心者の人も参加でき会話しなが
ら、和気あいあいとできる場



場
の
い
通
・
流
交〕
区
地
南
〔

【南地区】

区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

域
全
区
地
南
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092-596-1044

いきいきボラン
ティア入門講座

不定期　13：30～15：30

無料

気軽に着物をきて
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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。
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南地区コミュニテイ運営協議会
（南コミュニティセンター）
092-596-1044

☎お問い合わせ先名称 内容

200円／回
ウクレレで歌おう会

第３金曜日　10：00～12：00
初心者の人も参加でき会話しなが
ら、和気あいあいとできる場

場
の
い
通
・
流
交〕
区
地
南
〔

区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

頸
牛
牛頸あいあい会
（ミニデイ）

年間４回　10：00～14：00
牛頸公民館
092-596-3513

昼食代

牛頸
あいあいカフェ

交流と憩いの場としての
ふれあいサロン
（お茶や楽しい催しもあります）

第２火曜日　13：30～15：30
牛頸公民館
092-596-3513

無料

シニアクラブ
牛頸一組 カラオケ部 第２・４木曜日　10：00～12：00 牛頸公民館

092-596-3513

ゲートボール部 毎日　8：30～10：00

牛頸公民館
092-596-3513

シニアクラブ牛頸
悠々会 カラオケ部 月曜日　10：00～12：00

グラウンドゴルフ部 火・水・金・土曜日　9：00～10：00

草
若

あいあい会・
紅葉の会

年間４回　10：00～14：00
若草公民館
092-596-0065

昼食代のみかかります

リラックス体操 練功体操という音楽に合わせて
行うリラックス呼吸体操

第２・４水曜日　13：00～15：00
若草公民館
092-596-0065

1,000円／月

若草女性コーラス クリスマスコンサートに向けて、
宗教曲や合唱中心の練習に取り組む

第２・４火曜日　13：15～14：45 若草公民館
坂本
080-5216-73452,500円／月

シニアクラブ
カラオケ同好会 月曜日　13：00～16：00

若草公民館
092-596-0065

囲碁同好会 金曜日　13：00～16：30

台
野
平
花水木の会
（ミニデイ）

出前講座、バスハイク、ミニコン
サートなどを行う
対象：70歳以上の人

年７回 第１水曜日　10：00～13：00
平野台公民館
092-596-3539

400円／日（昼食代）

ふれあい会
毎年11月に、外部に依頼し催し物
を企画
対象：65歳以上の人

11月の第1水曜日　13：30～15：00
平野台公民館
092-596-3539

無料

いきいき３Ｂ体操
用具を使って行う、音楽に合わせ
て誰でもできる楽しい体操
対象：65歳以上の人

第1・3・4金曜日　10：00～11：30 平野台公民館
田中
092-923-51022,000円／月

シニアクラブ 囲碁同好会 土曜日　13：30～16：00 平野台公民館
092-596-3539

6

血圧測定及び健康相談。ニュー
スポーツや音楽レクリエーショ
ンやバスツアー等行っています

健康太極拳クラブ
毎週木曜日　13：30～15：30

若草公民館
092-596-0065

1,000円／月

太極拳自体はゆっくりとした動
きで、ストレッチや呼吸法もあ
る。太極拳の型を覚える為、脳
トレにもなる

さわやか３Ｂ体操
毎週水曜日　10：00～11：30 田中美枝子

（公益社団法人 日本3B体操協会 後任指導者） 
092-923-5102（℡＆fax）
090-8406-5524（携帯）2,500円／月

道具を使って音楽に合わせて動
く体操

血圧測定・健康相談　バスハイ
ク、レクリエーション等
対象：65歳以上で独居の人、70
歳以上の人

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。



パソコン同好会
第１・3月曜日　9：45～11：45 梁井

平野台公民館 
092-596-3539300円／1回

各自パソコンを持参し、先生を
中心に参加者で教え合いながら
進めている

みんなで歌おう
第２・４金曜日　13：30～15：00 イズ・染井

平野台公民館
092-596-3539500円／月

和気あいあいとした雰囲気の
中、歌を楽しまれている

ペタンク同好会
月・火・木　9：00～11：00

吉岡
092-596-3091

2,000円（年間）

ビュットの的をめがけて、チー
ムでボールをビュットに近づけ
て点数を競う。活動に楽しく参
加されています

歌陽会
第１・第３月曜日　10：00～12：00

山本
092-596-2964

1,000円／月

新しい曲から古い曲までみんな
で覚えてみんな一緒に歌ってい
る。誕生会も行っており皆さん
楽しく活動に参加されています

会員39名で、牛頸ふれあい広場
にて9時から11時までの間楽し
まれている

雅謡会
毎週水曜日　13：00～16：00

毛屋嘉明
092-596-5861

4,000円／月

心身の修養と健康増進のため謡
曲の稽古を行っています

アイビー会

第2・3・4木曜日　祝祭日は休み
10：00～12：00 長島信子（講師）

092-571-5018
2,500円／月

心と体に心地よい優雅なひと時
施設へ慰問等に行っています

一路葉会

火曜日　４回／月　祝日は休み
10：00～12：00 桧垣

092-595-7092
5,000円／月

日本舞踊“藤間流”を公民館に
て少人数で開かれている。厳し
さもあるなか稽古されている

はつらつ健康麻雀
第1・2・3木曜日　13：30～16：30

竹井
092-596-7591

1,500円／月

認知症予防に頭と手の運動を行
い、みんなで教え合い楽しく
やっています

ラージボール愛好会 火・木・土曜日（第1,3木は休み）
10：00～12：00

ムーン・コーラス 水・土曜日　13：30～15：30

場
の
い
通
・
流
交〕
区
地
南
〔

区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

7

台
野
平
平野台ラージボール
同好会

水・金　13：00～15：00
平野台公民館
092-596-3539

500円／月

健康寿命の延命のため、参加者
同士の交流も楽しんでいる

一圓相の会
（はがき絵）

水曜日／月２回　13：30～16：00
池尻・玉枝
092-596-5861

2,500円／月

季節のはがき絵をされており、
参加者の情報交換の場としても
機能している

浦
の
月

グラウンドゴルフ
同好会

火・水・金・土　雨天中止
9：00～11：00 宮田

090-3197-7922
無料

菜の花会
（ミニデイ）

季節にあった催し物、食事を提供
し参加者同士で交流
対象：77歳以上の独居の人
（昼間独居の人も含む）

第２金曜日　9：40～11：30
月の浦公民館
092-595-7147

200円／日（昼食代）

シニアクラブ

社交ダンス愛好 第2・4月曜日　14：00～16：00

月の浦公民館
092-595-7147

舞踊愛好会 第2・3・4木曜日　14：00～16：00

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。



パソコン同好会
第１・3月曜日　9：45～11：45 梁井
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場
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区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

7

台
野
平
平野台ラージボール
同好会

水・金　13：00～15：00
平野台公民館
092-596-3539

500円／月

健康寿命の延命のため、参加者
同士の交流も楽しんでいる

一圓相の会
（はがき絵）

水曜日／月２回　13：30～16：00
池尻・玉枝
092-596-5861

2,500円／月

季節のはがき絵をされており、
参加者の情報交換の場としても
機能している

浦
の
月

グラウンドゴルフ
同好会
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9：00～11：00 宮田
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季節にあった催し物、食事を提供
し参加者同士で交流
対象：77歳以上の独居の人
（昼間独居の人も含む）

第２金曜日　9：40～11：30
月の浦公民館
092-595-7147

200円／日（昼食代）

シニアクラブ

社交ダンス愛好 第2・4月曜日　14：00～16：00

月の浦公民館
092-595-7147
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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

浦
の
月

月の浦公民館
092-595-7147

カラオケ愛好会 第1・2・3・4火曜日
13：30～15：30

大正琴愛好会 第1・3木曜日　10：00～12：00

シニアクラブ

男の料理愛好会 年３回

３ない健康麻雀愛好会 月・木曜日　13：00～16：00

お茶同好会 第2・4水曜日　9：00～13：00

詩舞愛好会 火曜日　13：30～15：30

グラウンドゴルフ 月・水・金曜日
時間は時期によって変わる

１
丘
ケ
南
友遊クラブ
（ミニデイ）

第２水曜日　10：00～14：00
南ケ丘１区公民館
092-596-3108

300円／日（昼食代）

おしゃべりサロン 地域の人たちとお茶を飲みながら
お話をする場所

第３水曜日　13：30～15：30
南ケ丘１区公民館
092-596-3108

無料

南ケ丘１区
ダーツクラブ

第１・第３火曜日
13：30～15：30

南ケ丘１区公民館
092-596-3108
古賀
090-8620-1993500円／月

南ケ丘フォーク
ダンス

楽しく元気にフォークダンスを
しています

第１・２・３・４水曜日
14：30～16：30 南ケ丘１区公民館

西田
092-571-79143,500円／月

元気会
月曜クラス

月曜日　9：30～11：30 南ケ丘１区公民館
古賀
090-8620-1993300円／年

カラオケ部 火曜日　10：00～12：00

南ケ丘１区公民館
092-596-3108

手芸部 水曜日 第１・３土曜日
10：00～15：00

シニアクラブ ダンス部 木曜日　13：30～15：30

グラウンドゴルフ部 木・土曜日　9：00～11：00

フライデー
地域の人が誰でも参加してよい
おしゃべりの場

金曜日
第１・３・４・５金曜日
11：00～15：00

8

場
の
い
通
・
流
交〕
区
地
南
〔

65歳以上の人で折り紙、カラオ
ケ、脳トレ等を行っている

ウォーキングで公民館から平野
神社や水城等を目指し、複数の
コースを楽しめる

集中力や体操のように足腰も鍛
えられます

さわらび句会
第２水曜日　13：30～15：30

織畠
092-596-6290

1,000円／月

交流もしながら、添削、解説、
互選と丁寧に俳句を指導されて
いる

布の会
毎週木曜日　13：30～16：30

福留
092-595-1290

2,000円／月

自宅にある着物や服、布をそれ
ぞれの作りたい物にリメイクし
ていく

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

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

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
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

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

13
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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

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。



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。

【北地区】
区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

域
全
区
地
北

北コミカフェ 淹れたてのコーヒーがあり、みんなが
集える場

第１月曜日　13：00～15：00

北パートナーシップ
活動支援センター
（北コミュニティセンター内）
092-513-0099

100円／回（コーヒー代）

ナイトカフェ
第４土曜日　19：00～20：30

100円／回（コーヒー代）

囲碁・将棋サロン
金曜日　13：00～16：00

100円／回

エイジング
ビューティーサロン

不定期（年４回程度）
15：00～17：00

300円／回

笑いヨガ 誰でもできる笑いの健康法
楽しく健康と活力が実感できる

奇数月　要問い合わせ 宝満ラポール大野城
（仲畑4丁目19-10)
092-558-9558無料

区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

井
筒
上

あじさいサロン バスハイク・レクリエーションなど
対象：70歳以上の独居の人

年２回程度
上筒井公民館
092-571-4116

無料

男の料理教室　
講師のレシピを元に、誰でも簡単
にできる料理教室
対象：男性

第２・４金曜日　11：00～13：00 上筒井公民館
川口
090-2713-61593,500円／月

（材料費・施設使用料込）

舞踊 金曜日　13：00～15：00

上筒井公民館
092-571-4116

カラオケ 水曜日　13：00～15：00

囲碁将棋 火・木曜日　13：00～16：00

シニアクラブ 社交ダンス 木曜日　10：00～12：00

ゲートボール 火・木・土曜日　9：00～12：00

ペタンク 日曜日　不定

グラウンドゴルフ 月・水・金曜日　9：00～12：00

井
筒
下

ひまわりサロン 映画鑑賞・出前講座など
対象：65歳以上

第４火曜日　13：30～15：30
下筒井公民館
092-571-4115

無料

絵画教室
気軽に参加でき、楽しく絵が描ける
教室
手ぶらでの参加も可能

第２・４木曜日　13：30～15：30
下筒井公民館
092-571-4115

無料
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今日より綺麗な明日へ
ちょっとした美容のコツを学びませ
んか？
※メイク講座ではありません。

市民星空観望会の時に淹れたて
コーヒーを飲みながらみんなで
集える場

初心者から経験者まで囲碁や将棋を
通して一緒に楽しく過ごしましょ
う！

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。



折り紙教室 手ぶらで参加できる折り紙教室
第２水曜日　10：00～12：00

下筒井公民館
092-571-4115

無料

区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

井
筒
下

ミニデイ お花見・バスハイク・出前講座など
対象：65歳以上

年３回程度
下筒井公民館
092-571-4115

行事による

下筒井吟詠会
詩吟が好きな人の集い
心身の修養と会員相互のふれあいを
深める

火曜日　14：00～15：00
下筒井公民館
092-571-4115

1,000円／月

下筒井区囲碁愛好会 囲碁の好きな人の集い
頭や指先の体操になる

木曜日　13：00～16：00
下筒井公民館
092-571-4115

2,000円／年

ＴＡＯエナジー
気づきの体操

セラピューティックなエクササイズで、
姿勢を改善して心地よい身体を取り戻す

火曜日　10：00～12：00
下筒井公民館
092-571-4115

3,500円／月　（施設使用料込）

グラウンドゴルフ 日・火・木曜日　9：00～10：00

下筒井公民館
092-571-4115シニアクラブ 麻雀部会 日曜日　10：00～13：00

囲碁部会 第２・４土曜日　13：00～16：00

田
山

ふれあいマージャン
談笑しながらの
コミュニケーションマージャン
簡単なルールで初心者の参加も
大丈夫

第３金曜日　10：00～15：00
山田公民館
092-571-4386

無料

ひまわり会
（ミニデイ）

バスハイク・お花見・レクリエー
ションなど
対象：70歳以上の独居の人

年２回程度
山田公民館
092-571-4386

行事による

大野城シニアいきいき
ダーツをする会

性別や年齢に関係なく、誰でも
プレーできる
集中力を高め、頭の体操にもなる

土曜日　9：00～12：00 山田公民館
太田
090-1966-5294500円／月

手芸教室
手芸が好きな人の集い
押絵やハーバリウムなど幅広く作製
※詳しい場所はお電話で確認ください

月曜又は水曜　10：00～13：00
又は13：00～16：00 山田公民館近く

秋吉
090-6773-74112,000円／月　（週に１回）

福岡春日岳風会
(詩吟)

詩吟が好きな人の集い
健康増進やストレス発散に役立つ

第1～4 火曜日　10：00～12：00 山田公民館092-571-4386

日野
080-3900-18071,500円／月　年会費：3,000 円

シニアクラブ
グラウンドゴルフ(友好会) 月曜日～土曜日　8：30～10：00

山田公民館
092-571-4386

ゆりの会（踊り） 火曜日　13：30～16：00
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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。



折り紙教室 手ぶらで参加できる折り紙教室
第２水曜日　10：00～12：00

下筒井公民館
092-571-4115

無料

区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

井
筒
下

ミニデイ お花見・バスハイク・出前講座など
対象：65歳以上

年３回程度
下筒井公民館
092-571-4115

行事による

下筒井吟詠会
詩吟が好きな人の集い
心身の修養と会員相互のふれあいを
深める

火曜日　14：00～15：00
下筒井公民館
092-571-4115

1,000円／月

下筒井区囲碁愛好会 囲碁の好きな人の集い
頭や指先の体操になる

木曜日　13：00～16：00
下筒井公民館
092-571-4115

2,000円／年

ＴＡＯエナジー
気づきの体操

セラピューティックなエクササイズで、
姿勢を改善して心地よい身体を取り戻す

火曜日　10：00～12：00
下筒井公民館
092-571-4115

3,500円／月　（施設使用料込）

グラウンドゴルフ 日・火・木曜日　9：00～10：00

下筒井公民館
092-571-4115シニアクラブ 麻雀部会 日曜日　10：00～13：00

囲碁部会 第２・４土曜日　13：00～16：00

田
山

ふれあいマージャン
談笑しながらの
コミュニケーションマージャン
簡単なルールで初心者の参加も
大丈夫

第３金曜日　10：00～15：00
山田公民館
092-571-4386

無料

ひまわり会
（ミニデイ）

バスハイク・お花見・レクリエー
ションなど
対象：70歳以上の独居の人

年２回程度
山田公民館
092-571-4386

行事による

大野城シニアいきいき
ダーツをする会

性別や年齢に関係なく、誰でも
プレーできる
集中力を高め、頭の体操にもなる

土曜日　9：00～12：00 山田公民館
太田
090-1966-5294500円／月

手芸教室
手芸が好きな人の集い
押絵やハーバリウムなど幅広く作製
※詳しい場所はお電話で確認ください

月曜又は水曜　10：00～13：00
又は13：00～16：00 山田公民館近く

秋吉
090-6773-74112,000円／月　（週に１回）

福岡春日岳風会
(詩吟)

詩吟が好きな人の集い
健康増進やストレス発散に役立つ

第1～4 火曜日　10：00～12：00 山田公民館092-571-4386

日野
080-3900-18071,500円／月　年会費：3,000 円

シニアクラブ
グラウンドゴルフ(友好会) 月曜日～土曜日　8：30～10：00

山田公民館
092-571-4386

ゆりの会（踊り） 火曜日　13：30～16：00
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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

田
山

シニアクラブ
和賀美会（舞踊） 木・土曜日　14：00～17：00

山田公民館
092-571-4386

カラオケ 水曜日　10：00～12：00

町
隈
餉
雑

ミニデイ お楽しみ会・お花見など
対象：65歳以上

年10回程度
雑餉隈町公民館
092-591-6074

無料

40歳からの体操 ゆっくりとした音楽を流しながら、
ストレッチやダンスを行う

第1・2・3木曜日　13：00～14：30
雑餉隈町公民館
092-591-6074

2,500円／月　（施設使用料込）

初歩のオカリナ 初歩の人から楽しく学べるオカリナ
教室

第１・２・３木曜日
14：40～15：30 雑餉隈町公民館

092-591-6074
2,000円／月

カラオケ 火曜日　13：00～16：00

雑餉隈町公民館
092-591-6074シニアクラブ グラウンドゴルフ同好会 火・金曜日　8：30～9：30

ペタンク同好会 金曜日　不定期

町
栄

ミニデイ バスハイク・お花見など
対象：75歳以上

年４回程度
栄町公民館
092-572-8665

行事による

初心者のための
男の国際料理教室

料理初心者の男性が楽しく挑戦する
料理教室
メニューは国際料理
対象：男性

不定期（年３～４回程度）
栄町公民館
092-572-8665

材料費のみ負担　（1,000円程度）

区民パソコン教室
（パソカフェ）

少人数で基本的な事から教える
区のパソコンの貸し出しもある
（台数に限りあり）

不定期　10：00～12：00
栄町公民館
092-572-8665

500円／回

カラオケ教室 第１・３水曜日　13：30～15：30

栄町公民館
092-572-8665シニアクラブ

ペタンク 木曜日　8：30～10：30

グラウンドゴルフ 火・金曜日　8：30～10：30

ゲートボール 土曜日　8：30～10：30

ミニデイ
お花見・バスハイク・クリスマス会
など
対象：60歳以上

年３回程度
仲島公民館
092-572-1147

行事による

島
仲
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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。



まどかパーク総合体育館でも、さまざまな教室を開催！
詳しくはお問い合わせください。　☎お問い合わせ先092-503-0021　場所：乙金618-12（まどかパーク総合体育館）

区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

島
仲

なかよしフラダンス ストレッチからゆっくり身体を
動かし、フラダンスを行う

第１・２・３火曜日
10：15～12：15 仲島公民館

092-572-1147
3,000円／月

PC サポート
EGUCHI

自分のパソコンを持っていき、
作りたいものを作成
基本的なことから教える

第１～4 木曜日　13：30～15：30
仲島公民館
092-572-1147

3,500円／月

シニアクラブ
カラオケ 第２・４土曜日　13：30～15：30

仲島公民館
092-572-1147

グラウンドゴルフ 不定期

詰
畑

ミニデイ 健康講座・バスハイク・出前講座など
対象：75歳以上

年４回程度
畑詰公民館
092-571-0460

行事による

藤の会 舞踊教室
自分の楽しみの場になる

木曜日　14：00～16：00
畑詰公民館
092-571-0460

3,000円／月

カラオケ 不定期

畑詰公民館
092-571-0460シニアクラブ グラウンドゴルフ 月・水・土曜日　9：00～12：00

ペタンク 月曜日又は水曜日
9：00～12：00
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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。



まどかパーク総合体育館でも、さまざまな教室を開催！
詳しくはお問い合わせください。　☎お問い合わせ先092-503-0021　場所：乙金618-12（まどかパーク総合体育館）

区 名称 内容 曜日・時間・料金等 ☎お問い合わせ先

島
仲

なかよしフラダンス ストレッチからゆっくり身体を
動かし、フラダンスを行う

第１・２・３火曜日
10：15～12：15 仲島公民館

092-572-1147
3,000円／月

PC サポート
EGUCHI

自分のパソコンを持っていき、
作りたいものを作成
基本的なことから教える

第１～4 木曜日　13：30～15：30
仲島公民館
092-572-1147

3,500円／月

シニアクラブ
カラオケ 第２・４土曜日　13：30～15：30

仲島公民館
092-572-1147

グラウンドゴルフ 不定期

詰
畑

ミニデイ 健康講座・バスハイク・出前講座など
対象：75歳以上

年４回程度
畑詰公民館
092-571-0460

行事による

藤の会 舞踊教室
自分の楽しみの場になる

木曜日　14：00～16：00
畑詰公民館
092-571-0460

3,000円／月

カラオケ 不定期

畑詰公民館
092-571-0460シニアクラブ グラウンドゴルフ 月・水・土曜日　9：00～12：00

ペタンク 月曜日又は水曜日
9：00～12：00

21

場
の
い
通
・
流
交〕
区
地
北
〔

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。

介護者支援
　ご家族や地域の方々を対象に、介護サービスを利用している人との関わり方や、その人の状態の維持や改善に
結びつく知識や技術を学ぶ教室、訪問支援、集いの場等をご紹介しています。

名称 内容 ☎お問い合わせ先

在宅ねたきり高齢者介護手当
（市の高齢者福祉サービス）

在宅で65歳以上の寝たきりや認知症の人を6か月
以上、常時介護している人への介護手当
※課税状況、要介護等の要件があるため、
要問い合わせ

基幹型地域包括支援センター
092-501-2306

在宅介護者のつどい 市内で在宅介護をしている人を対象に日帰り旅行を
年1回開催

社会福祉協議会
092-572-7700

家族介護者教室
要介護状態ならびに、その可能性が高い高齢者の家族を
対象に、適切な介護知識や技術習得を目的とした家族
介護者教室年２回開催
詳細に関しては、各地区地域包括支援センターへ

各地区地域包括支援センター
南　 092-589-2632
中央 092-595-6802
東　 092-504-5858
北　 092-501-3838

会社名 料金等 ☎お問い合わせ先

第一あんしんサービス福岡
（第一交通産業グループ）

メーター料金（初乗り590円）＋介助料1,000円～
車いす、ストレッチャー対応あり
市内の対応可能地域や詳細は要相談
※介護保険対応（詳細問い合わせ必要）

第一あんしんサービス福岡
092-475-1166
営業所
福岡市博多区東比恵

介護タクシーなの花

メーター料金（初乗り560円）＋介助料(ケースに
よって異なる)
車いす1,500円～、リクライニング2,000円～、
簡易ストレッチャー3,000円～、
ストレッチャー5,000円～
介助状況により変更あり
事前予約にて見積もり可

080-5242-8000
営業所
春日市昇町

九州交通
メーター料金（初乗り580円）＋介助料（30分毎
1,200円）＋ケア指定料金500円
車いす対応可能　リクライニングは要相談
※介護保険対応あり（詳細問い合わせ必要）

092-473-0180
0120-756-456（受付専用）
営業所
福岡市博多区西月隈

外出支援
　通院や買い物等が、お一人では難しい人への移動支援サービスや、車いす等の福祉器具や、福祉車両の貸し出

だく認確ご接直へ所業事各に前用利ご、は細詳の等金料な的体具（。すまいてし介紹ごを所業事るいてっ行をし
さい。）

【介護タクシー】

(株)シバタ介護

メーター料金（初乗り610円）＋介助料500円～
車いす対応あり
（車いすお持ちでない方は無料貸し出し可）
詳細は要相談
※介護保険対応あり（詳細は問い合わせ必要）

080-1762-7584
本社
大野城市乙金台
営業所
筑紫野市湯町
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会社名 料金等 ☎お問い合わせ先

特定非営利活動法人飛梅コアラ
メーター料金（初乗り610円）
車いす1,500円、リクライニング2,500円
ストレッチャー4,000円
※介護保険対応あり（詳細問い合わせ必要）

NPO 法人ケアステーション
飛梅コアラ
092-566-3658
営業所
福岡市南区老司

ニッシンケアサービス
メーター料金（初乗り580円）＋介助料1,790円
車いす対応車両での移動支援。
車いすを使用したいときは事前に連絡が必要

日新交通株式会社
092-512-0143
営業所
福岡市南区清水

福祉タクシー金たろう
メーター料金（初乗り610円）＋介助料500円～
（詳細は要相談）
車いす対応可

092-573-0294
営業所
春日市光町

福祉タクシーひので

メーター料金（初乗り770円）＋介助料1,500円
大型車両はストレッチャーまたは車椅子と介助者
同乗可
小型車両は車いす可。
（初乗り610円）＋介助料1,500円

092-574-5386
営業所
春日市日の出町

名称 内容 ☎お問い合わせ先

ふれあい号

南地区在住の65歳以上の人が対象で、病院、買い物等の
交通手段として運行（無料）
Ａコース：月曜日・水曜日・金曜日
Ｂコース：火曜日・木曜日・土曜日
※Ａ・Ｂとも１日４便運行
運休日：日曜日、祝日、８/13～16、12/28～１/４

南地区コミュニティ運営協議会
092-596-1044

東地区コミュニティ運営協議会
092-504-1430

移送サービス

歩行困難で車いすなどを使用している人や障がいに
より寝たきりの状態で、既存の交通機関を利用する
ことが困難な場合に、車いすや寝たきりの状態でも
乗車できる自動車（リフトカー）を運行
※同伴者必要、要申請

社会福祉協議会
092-572-7700
（平日　8：30～17：00）ハンディキャブ貸し出し

車いすを使用されている人や外出困難な人に、車いすに
乗ったまま乗車できる軽車両（ハンディキャブ）を貸し出し
※運転ボランティア調整可能、要申請

おげんき号

福祉用具貸し出し 社協会員に加入いただいた人を対象に車いす、電動
ベッド（貸し出し期間は３か月以内）を貸し出し

【その他】
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東地区在住の70歳以上の人を対象で、病院、買い物等の
交通手段として運行（無料）
北コース：月曜日・水曜日・金曜日
南コース：火曜日・木曜日・土曜日
北（27停留所）・南（38停留所）共１日４便、停留所
は、表示あり
運休日：日曜日、祝日、８/12～８/16、12/28～１/６



会社名 料金等 ☎お問い合わせ先

特定非営利活動法人飛梅コアラ
メーター料金（初乗り610円）
車いす1,500円、リクライニング2,500円
ストレッチャー4,000円
※介護保険対応あり（詳細問い合わせ必要）

NPO 法人ケアステーション
飛梅コアラ
092-566-3658
営業所
福岡市南区老司

ニッシンケアサービス
メーター料金（初乗り580円）＋介助料1,790円
車いす対応車両での移動支援。
車いすを使用したいときは事前に連絡が必要

日新交通株式会社
092-512-0143
営業所
福岡市南区清水

福祉タクシー金たろう
メーター料金（初乗り610円）＋介助料500円～
（詳細は要相談）
車いす対応可

092-573-0294
営業所
春日市光町

福祉タクシーひので

メーター料金（初乗り770円）＋介助料1,500円
大型車両はストレッチャーまたは車椅子と介助者
同乗可
小型車両は車いす可。
（初乗り610円）＋介助料1,500円

092-574-5386
営業所
春日市日の出町

名称 内容 ☎お問い合わせ先

ふれあい号

南地区在住の65歳以上の人が対象で、病院、買い物等の
交通手段として運行（無料）
Ａコース：月曜日・水曜日・金曜日
Ｂコース：火曜日・木曜日・土曜日
※Ａ・Ｂとも１日４便運行
運休日：日曜日、祝日、８/13～16、12/28～１/４

南地区コミュニティ運営協議会
092-596-1044

東地区コミュニティ運営協議会
092-504-1430

移送サービス

歩行困難で車いすなどを使用している人や障がいに
より寝たきりの状態で、既存の交通機関を利用する
ことが困難な場合に、車いすや寝たきりの状態でも
乗車できる自動車（リフトカー）を運行
※同伴者必要、要申請

社会福祉協議会
092-572-7700
（平日　8：30～17：00）ハンディキャブ貸し出し

車いすを使用されている人や外出困難な人に、車いすに
乗ったまま乗車できる軽車両（ハンディキャブ）を貸し出し
※運転ボランティア調整可能、要申請

おげんき号

福祉用具貸し出し 社協会員に加入いただいた人を対象に車いす、電動
ベッド（貸し出し期間は３か月以内）を貸し出し

【その他】
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東地区在住の70歳以上の人を対象で、病院、買い物等の
交通手段として運行（無料）
北コース：月曜日・水曜日・金曜日
南コース：火曜日・木曜日・土曜日
北（27停留所）・南（38停留所）共１日４便、停留所
は、表示あり
運休日：日曜日、祝日、８/12～８/16、12/28～１/６

相談
　生活のなかで必要と思われる相談サービスを紹介しています。
高齢者の生活、介護に関わる相談・困りごとについては、27ページの各地域包括支援センターもご活用ください。

名称 内容 日時 ☎お問い合わせ先
大野城市
すまいとくらしの
相談センター

市民のすまいの相談を受け、市商工会会員を
ご紹介します 月曜日～金曜日　9：00～17：00 大野城市商工会

092-581-3412

弁護士による電話法律相談 生計、離婚、相続、債務整理、借家などの
法律相談 第2木曜日　10：00～12：00 社会福祉協議会

092-501-7830

弁護士による心配ごと相談 生計、離婚、相続、債務整理、借家などの
法律相談

第2・3火曜日　10：00～12：00
第1・4火曜日　10：00～12：00
　　　　　　　13：00～15：00
受付は午前9：00～、午後12：45～
事前予約枠あり

社会福祉協議会
092-572-7700

大野城市すこやか交流プラザ
092-501-2222

ふくし何でも相談 福祉の各種相談の随時受入
平日　8：30～17：00
(12：15～13：00昼休み)
土・日・祝、年末年始休

社会福祉協議会
092-501-3311

障がい者110番
障害のある方の相談窓口
①一般相談（相談員）
②法律相談（弁護士）
③年金相談（社会保険労務士）

①月曜日～金曜日　9：00～17：00
②第２・４水曜日　13：00～15：00
③第１・３金曜日　13：00～15：00
土日祝・年末年始・お盆休み

福岡県身体障害者福祉協会
（クローバープラザ内）
092-584-6110

心の健康相談 専門の医師が、面接にて相談に応じます。毎月第3月曜日（祝日・年末年始を除く）13：40～15：30（事前予約制）

（公社）認知症の人と
家族の会

・認知症に関すること
・介護に関すること
・早期発見のためのアドバイス
・認知症の理解と家族の対応に関すること
・診断のための専門医紹介、高齢者福祉に
  関すること

火・木・金曜日　（第3火曜日は除く）
10:30～15:30

（公社）認知症の人と家族の
会
092-771-8595
（ふくふくプラザ内）

福岡県若年性認知症
サポートセンター 火曜日～土曜日　10：00～16：00 クローバープラザ相談室

092-574-0196（センター直通）

春日市
介護を考える家族の会
「ひだまりの会」

介護をされている家族の悩み事や、ご苦労話を
本音で話し合い、心の負担を軽くして、より良
い介護ができるような「心のケア」をモットー
に活動しています
勉強会（年2回）・リフレッシュ行事（年1回）・
電話相談など
※詳細については、ご確認をお願いします

定例会：毎月第３木曜日
13：00～15：00

飯野（会長）
092-595-0727
（電話・FAX 同じ）

《活動場所》
春日市社会福祉センター
（春日市昇町3-101）

福岡県認知症介護相談
認知症の人やその人を介護する家族が抱える
不安や悩みを認知症の介護を経験した人等
が電話や面談により相談を受けます

水・土曜日　11:00～16:00 クローバープラザ相談室
092-574-0190（代表）

配偶者暴力相談
支援センター（筑紫） 配偶者からの暴力に関する相談 月曜日～金曜日　8：30～17：15 092-584-0052

認知症の人やその人を介護する家族が抱える
不安や悩みを認知症の介護を経験した人等
が電話や面談により相談を受けます

筑紫保健福祉環境事務所の
定期業務・一般健康相談等
主な相談窓口

① 難病相談（難病ホットライン）
② 栄養相談
③ ふくおかまごころ駐車場利用証交付
④ 専門の医師による精神保健福祉相談
　（予約制）
⑤ アルコール精神保健福祉相談（予約制）
⑥ 思春期精神保健福祉相談（予約制）
⑦ 精神保健福祉相談（保健師が随時対応）

①月曜日～金曜日　8：30～17：00
②月曜日～金曜日　8：30～17：00
③月曜日～金曜日　8：30～17：00
④水曜日　　　　 13：00～15：00
⑤第2・3水曜日　 13：00～15：00
⑥第2木曜日 　　13：00～15：00
⑦月曜日～金曜日　8：30～17：00

①健康増進係
　　　092-573-3100
②健康増進係
　　　092-513-5583
③社会福祉課
　　　092-513-5626
④⑤⑥⑦精神保健係
　　　092-513-5585
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その他
　生活のなかで必要と思われるサービスを紹介しています。

名称 内容 ☎お問い合わせ先

介護用品（紙おむつ）給付サービス
（市の高齢者福祉サービス）

《対象者》おおむね65歳以上の在宅者で要支援・
要介護認定を受けて紙おむつが必要な人
所得制限あり
《手続き》申し込み後訪問調査により支給決定
おむつ現物支給

基幹型地域包括支援センター
092-501-2306

日常生活用具給付事業
（市の高齢者福祉サービス）

《対象者》介護サービスでのサービスに補完が必要な
高齢者に対して、日常生活用具（火災報知器・自動消火器・
電磁調理器を給付）購入に要する費用を助成する事業
費用負担に条件あり
《手続き》申し込み後、訪問調査により支給決定

介護予防ボランティア事業

高齢者がボランティア活動を行うことで、社会参加や
地域貢献をすると共に、自身の健康増進と介護予防を
推進する事業
《対象》市内在住の65歳以上の人で、事前に担当課からの
説明を受けた上で登録をした人
《活動内容》市が指定する介護保険施設等での利用者の
話し相手や娯楽の相手、洗濯物たたみ等の軽微な作業
などのボランティア活動
《ポイント付与・換金》1時間以内の活動で1ポイント
（P）、1時間超で2Pを付与（1日の上限は2P）
また、申請により1P=100円で換金
（年間5,000円が限度）

長寿支援課長寿支援担当
092-580-1859

日常生活自立支援事業

認知症、知的・精神障がい等で判断能力が不十分な人
に福祉サービスの相談・情報提供や日常的な金銭の
出し入れ・通帳の預かりなどの支援
受付は平日のみ　8：30～17：00
（土日祝日年末年始休）

社会福祉協議会
092-572-7700生活福祉資金貸付事業

高齢者、低所得者、障がい者に対して、資金の貸付と
必要な援助指導
受付は平日のみ 8：30～17：00
（土日祝日年末年始休）

福祉用具リサイクル事業
不要になった福祉用具（電動ベッドや車いすなど）を
必要とされている人に斡旋
受付は平日のみ 8：30～17：00
（土日祝日年末年始休）

おタスケさん（ボランティア）
使ってバンク
「暮らしのサポート事業」

各パートナーシップ活動支援センター
（各コミュニティセンター内）

南    092-595-6232
使ってバンク専用電話

中央 092-516-6946
東    092-515-9231
北    092-504-4833

友心まごころサービス

遺品整理・生前整理・空家整理・特殊清掃
永代供養付納骨（ペット可）ご供養
各種除菌消臭・形見分け品運搬
各種書類手続き代行など
24時間 年中無休電話対応
料金はサービス内容による見積り無料
（再販可能な品は買取査定あり）
注意事項、最終確認を経て契約手続きへ

株式会社友心
092-408-5939
フリーダイヤル
（見積り依頼）
0120-960-877
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おタスケさんとして一緒に活動できる方
事前登録制（登録料300円）登録証発行
お手伝いのお礼に受け取る「ありがとう券」は大野
城市のごみ袋や商品券に交換が可能
※おタスケさんのお手伝い希望の人はP2をご覧
ください



その他
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名称 内容 ☎お問い合わせ先
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長寿支援課長寿支援担当
092-580-1859

日常生活自立支援事業

認知症、知的・精神障がい等で判断能力が不十分な人
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必要な援助指導
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使ってバンク
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永代供養付納骨（ペット可）ご供養
各種除菌消臭・形見分け品運搬
各種書類手続き代行など
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（再販可能な品は買取査定あり）
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おタスケさんとして一緒に活動できる方
事前登録制（登録料300円）登録証発行
お手伝いのお礼に受け取る「ありがとう券」は大野
城市のごみ袋や商品券に交換が可能
※おタスケさんのお手伝い希望の人はP2をご覧
ください

名称 内容 ☎お問い合わせ先

メモリードホール大野城
（葬祭場）

メモリード大野城 大野城アネックスホールにて
不定期でイベント開催
《内容》エンディングノート教室や健康体操、
葬儀事前相談等

メモリード大野城営業所
092-513-3611

お片付けサポート・
遺品整理～建設事業

株式会社エリ―ハート
092-401-0530
フリーダイヤル
0120-086-762

市民ミュージアム

丸ごと体感できる市民ミュージアムです。
魅力満載の特別展や子どもも楽しめる工作体験、歴史・古典文学の
講演会なども開催しています。
※個人作品の展示や、館内案内などの市民サポーターも募集しています。
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先：092-558-5000　(住所　曙町3丁目8-3)
【開館時間】9：00～19：00【休館日】月曜日（祝日の場合は翌平日）
【入館料】無料（特別展は有料）

こんな活動の場を知っていますか ?

26

そ
　
の
　
他

片付けサポート・遺品整理（女性スタッフが対応い
たします）・リフォーム・リノベーション・家屋解
体・空家対策・不動産有効活用 等
住まいに関すること何でもご相談ください。
24時間電話対応/お見積無料
※建設業認可福岡県知事（搬－1）第104040号

「ランドセルクラブ」とは、
放課後から17時まで、体験活動を含めた家庭学習を補うことを
目的とした、小学校での「放課後総合学習」です。
そこでの体験活動は「共育（ともいく）サポーター」が指導しています。
登録制で、特別な資格は不要です。
空いた時間に、ご自身の経験や知識を「共育（ともいく）サポーター」
として能力を活かしてみませんか？
詳しくは教育振興課 092-580-1911にお問い合わせください。

ミニ情報 成年後見制度の利用に関する相談は
窓口 連絡先

リーガルサポート福岡 092-738-7050
月曜日～金曜日　13：00～15：00

法テラス福岡 0570-078374

ぱあとなあ福岡 092-483-2941
月曜日～金曜日　9：30～17：00

月曜日～金曜日 9：00～21：00　土曜日 9：00～17：00



高齢者の消費者被害に注意！
おかしいな、困ったな、と思ったら一人で悩まず相談しましょう

基幹型地域包括支援センター
月曜日～金曜日（祝日・12月 29日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-501-2306　利用時間／8：30～ 17：00　住所／曙町 2－ 2－ 1

大野城市社会福祉協議会
月曜日～金曜日（祝日・12月 29日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-572-7700　利用時間／8：30～ 17：00　住所／曙町 2－ 3－ 2

南地区地域包括支援センター
月曜日～土曜日（８月15日は 12：30以降、12月 29日 12：30～翌１月３日を除く）
電話／ 092-589-2632　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／つつじヶ丘３－１－ 31
行政区／牛頸・若草・平野台・月の浦・南ヶ丘 1・南ヶ丘 2・つつじヶ丘

中央地区地域包括支援センター
月曜日～土曜日（祝日・12月 31日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-595-6802　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／上大利１－３－９
行政区／上大利・下大利・東大利・下大利団地・白木原・瓦田

東地区地域包括支援センター
月曜日～土曜日（祝日・12月 31日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-504-5858　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／中２－３－１
行政区／釜蓋・井の口・中・乙金・乙金台・乙金東・大池

北地区地域包括支援センター
月曜日～土曜日（祝日・12月 30日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-501-3838　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／仲畑３－ 10－ 21
行政区／上筒井・下筒井・山田・雑餉隈町・栄町・仲島・畑詰

大野城市消費生活センター
電話／092-580-1968　場所／市役所 新館４階
利用時間／月曜日～金曜日 9：30～ 16：30（お昼休み等 12：00～ 13：00）
（祝日・12月 29日から翌年１月３日までを除く）

福岡県消費生活センター
電話／092-632-0999
利用時間／ 月曜日～金曜日 9：00～ 16：30 日曜日（電話のみ）10：00～ 16：00

消費者ホットライン（消費者庁）
電話：188（いやや！）
最寄りの相談窓口に電話がつながってます

各種関係機関
高齢者や高齢者の介護をしている家族が、日常生活の中での心配ごとや悩みごとを相談できる窓口
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電話／ 092-501-3838　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／仲畑３－ 10－ 21
行政区／上筒井・下筒井・山田・雑餉隈町・栄町・仲島・畑詰

大野城市消費生活センター
電話／092-580-1968　場所／市役所 新館４階
利用時間／月曜日～金曜日 9：30～ 16：30（お昼休み等 12：00～ 13：00）
（祝日・12月 29日から翌年１月３日までを除く）

福岡県消費生活センター
電話／092-632-0999
利用時間／ 月曜日～金曜日 9：00～ 16：30 日曜日（電話のみ）10：00～ 16：00
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公民館

コミュニティセンター

公民館 住所 ☎お問い合わせ先

南

牛頸公民館 大字牛頸１３５７－５ ０９２-５９６-３５１３
若草公民館 若草２丁目６－２３ ０９２-５９６-００６５
平野台公民館 平野台１丁目２０－７ ０９２-５９６-３５３９
月の浦公民館 月の浦３丁目２４－６ ０９２-５９５-７１４７
南ケ丘１区公民館 南ケ丘２丁目１９－１ ０９２-５９６-３１０８
南ケ丘２区公民館 南ケ丘４丁目１７－１ ０９２-５９６-３５０１
つつじケ丘公民館 つつじケ丘３丁目１－３０ ０９２-５９６-００２７

中
央

上大利公民館 上大利２丁目１８－１ ０９２-５９６-４６８６
下大利公民館 下大利２丁目１０－１０ ０９２-５７１-６３６７
東大利公民館 東大利１丁目１２－５ ０９２-５９１-８９４３
下大利団地公民館 下大利団地４－２ ０９２-５７３-８４４０
白木原公民館 白木原１丁目５－５ ０９２-５７１-４４０３
瓦田公民館 瓦田３丁目１－１ ０９２-５７１-４４５３

東

釜蓋公民館 大城４丁目９－５ ０９２-５０３-００２２
井の口公民館 大城１丁目２５－１ ０９２-５０３-５３８４
中公民館 川久保１丁目７－１ ０９２-５０４-０２５８
乙金公民館 乙金２丁目５－１８ ０９２-５０４-１８７０
乙金台公民館 乙金台２丁目１７－３ ０９２-５０３-９７９３
乙金東公民館 乙金東３丁目５－４３ ０９２-５０３-８８１２
大池公民館 大池２丁目２－２ ０９２-５０４-１３８６

北

上筒井公民館 筒井３丁目８－１ ０９２-５７１-４１１６
下筒井公民館 筒井１丁目７－１ ０９２-５７１-４１１５
山田公民館 山田４丁目１３－１７ ０９２-５７１-４３８６
雑餉隈町公民館 雑餉隈町３丁目３－７ ０９２-５９１-６０７４
栄町公民館 栄町１丁目１－１1 ０９２-５７２-８６６５
仲島公民館 仲畑４丁目２１－１ ０９２-５７２-１１４７
畑詰公民館 仲畑２丁目９－１２ ０９２-５７１-０４６０

コミュニティセンター 住所 ☎お問い合わせ先
南コミュニティセンター 南ケ丘５丁目９－１ ０９２-５９６-０６８６
中央コミュニティセンター 中央１丁目５－１ ０９２-５７３-３１２７
東コミュニティセンター 大池２丁目２－１ ０９２-５０４-１４２８
北コミュニティセンター 御笠川１丁目１７－１ ０９２-５１３-００９９

編　　集 発　　行
基 幹 型 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
南 地 区 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
中 央 地 区 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
東 地 区 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
北 地 区 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
社 会 福 祉 協 議 会

大野城市・大野城市社会福祉協議会
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2019（令和元）年９月　第２版
2020（令和２）年12月　第３版
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牛頸

若草

平野台

月の浦

南ヶ丘１区

南ヶ丘２区

つつじヶ丘

上大利

下大利

東大利

下大利団地

白木原

瓦田

釜蓋
井の口

中

乙金

乙金台

乙金東

大池
上筒井

山田

雑餉隈町
栄町

仲島

畑詰

東コミュニティセンター
（092-504-1428）

南コミュニティセンター
（092-596-0686）

中央コミュニティセンター
（092-573-3127）

北コミュニティセンター
（092-513-0099）

下筒井

● 公民館
○ コミュニティセンター
☆ 地域包括支援センター
● 社会福祉協議会

★ 大野城市役所

北地区

東地区

中央地区

南地区

●生活支援コーディネーターとは
生活支援・介護予防を充実するため、
生活支援コーディネーター（地域支え
合い推進員）が活動しております。
本市では、市基幹部および４地区コミュ
ニティにおいて、コーディネーターを配
置しています。
なお、４地区の生活支援コーディネー
ターは、各地区地域包括支援センター
に所属しています。

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーター

北地区担当

中央地区担当

南地区担当

東地区担当

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーター

東地区地域包括支援センター
（092-504-5858）

北地区地域包括支援センター
（092-501-3838）

大野城市役所
基幹型地域包括支援センター

（092-501-2306）

大野城市社会福祉協議会
（092-572-7700）

中央地区地域包括支援センター
（092-595-6802）

南地区地域包括支援センター
（092-589-2632）

この冊子に関するお問い合わせ、ご意見は以下までご連絡ください。
大野城市すこやか長寿課　092-501-2306
大野城市社会福祉協議会　092-572-7700

Ｅ-mail:shakyo@onojo-vc.jp URL:http://www.onojo-vc.jp/

お名前


