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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
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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
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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。
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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
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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

9
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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。


