
地域名 団体名 会場 実施期間 実施日（時間）

各校区コミュニティセンター 久留米市食生活改善推進員協議会 各地区コミュニティセンターなど 通年 不定期（9時30分から）

合川町 十三部クラブ老人会 十三部公民館多目的交流広場 通年 月曜日・木曜日(8時から8時10分)

合川町 枝光老人クラブ 枝光公民館 通年 火曜日・木曜日（8時30分から11時）

合川町 合川校区老人クラブ連合会 合川小グラウンド、合川コミセン 4月～3月 イベント開催時

旭町
中央町

篠山校区ときわ会 旭町第１・第２公園（旭町）、中央町公園（中央町） 通年 第2・4土曜日（8時から）

荒木町 荒木校区有志の会 荒木中学校校庭 通年 毎日（6時から）

荒木町 さなぼり会 個人宅付近 通年 不定期（13時から13時10分）

荒木町 三区ひまわりの会 三区公民館 通年 第2・第4金曜日（10時から11時30分）

梅満町 鳥飼グラウンドゴルフ 大隈公園 通年
月曜日から金曜日
（4月から10月は8時25分から、11月から3月は8時55
分から）

梅満町 ひまわり会 大隈公民館 通年 第3金曜日（10時から）

梅満町 梅満中自治会 憩いの家前広場 通年 木曜日（6時30分から）

梅満町 掛赤長寿会 掛赤公民館及び神社境内 通年 毎月5日と20日（10時から）

梅満町 西田自治会 株式会社中村ステンレス 通年 月曜日・金曜日（8時から）

梅満町 チャレンジクラブ 西田体育館 通年 水曜日（10時15分から）

梅満町 掛赤西自治会 掛赤天満神社境内、大隈公園 諸行事開催時 諸行事開催日

大橋町蜷川 にながわ健康つくりの会 個人宅前（大橋町蜷川） 通年 土曜日・日曜日（7時35分から）

上津 二軒茶屋子ども会 二軒茶屋公民館 7月～8月 月曜日・金曜日（6時30分から7時）

上津 南部ドレミ会 南部保健センター 通年 月2回（10時から12時）

上津 わいわいクラブ 千東コミュニティセンター 通年 木曜日（14時から15時30分）

上津 津福体操部 上津町公園 通年 火曜日・木曜日・土曜日(10時から11時)

京町 きずな 京隈公園 11～3月 毎日（6時30分から）

高良内町 はぜの実会 地区分館 通年 日曜日（10時から）

高良内町 高良内ステップ運動 久留米市高齢者と子どもの交流施設（高良内町） 通年 月曜日・水曜日（10時から）

高良内町 高良内グラウンドゴルフ部会 こどもと老人のふれ合館広場 通年 土曜日（8時30分から）

高良内町 高良内校区体育振興会 ふれあい2000広場 通年 土曜日（イベント時、8時から）

高良内町 お達者かい ふれあい2000広場 通年 水曜日（10時から）

小森野 小森野校区　二丁地西自治会 二丁地西公民館 通年 火曜日・木曜日・土曜日（7時30分から7時45分）

小森野 小森野スポンジテニスクラブ 小森野小学校体育館 通年 日曜日（9時から）

篠山 篠山校区まちづくり振興会 篠山小学校 通年 土曜日（8時から）

荘島町 久留米レインボー 荘島体育館 通年 月曜日（13時から）

荘島町 サロンひまわり 荘島コミュニティセンター内 通年 第3月曜日（10時から10時10分）

荘島町 グランドゴルフ「若竹会」 荘島公園 通年 毎日(6時15分から8時)

城南町 菊の会 篠山コミニティセンター 通年 水曜日（10時から）

城南町 三本松公園ラジオ体操クラブ 三本松公園 通年 月1回（8時から8時30分）

白山町 くるめウォーキング協会 くるめウォーキング協会事務所 通年 月曜日・水曜日・金曜日、ウォーキング実施日（11時
から）

諏訪野町 アーサー久留米エクシオ 自治会 諏訪神社境内 通年 日曜日（8時から）

諏訪野町 ハイカラダンス えーるぴあ久留米体育館 通年 金曜日（10時15分から11時45分）

諏訪野町 野田、国分クラブ 足形公園 2月～12月 第1・第3日曜日（9時から）

諏訪野町 西国分校区介護予防教室 西国分校区コミュニティセンター 通年
月曜日(10時から10時10分)
木曜日・金曜日(13時30分から40分)

諏訪野町 卓榮会 えーるピア久留米体育館 通年 月曜日・水曜日(9時30分)

青峰 青峰ラジオ体操同好会 青峰小笹公園 通年 毎日（6時30分から6時40分）

善導寺町 健やかクラブ 与田公園 4月～11月
月曜日・水曜日・金曜日（7時から）
夏休み期間（6時30分から）

善導寺町 与田中ラジオ体操クラブ たかなわ公園 通年 月曜日から土曜日（7時30分から）

善導寺町 やまびこ会 多目的ホール体育館 通年 木曜日（13時から17時）

善導寺町 新町つどいの会 JAくるめ東部支店前広場 通年 月曜日から金曜日（6時30分から6時40分）

善導寺町 ご〇の会 個人宅 通年 水曜日(11時)

大善寺町 大善寺ヨガストレッチ教室 大善寺コミュニティセンター 通年 水曜日・金曜日（12時から）

大善寺町 大橋自治会（楽しい健康教室） 大橋公民館 通年 木曜日（10時から11時30分）

大善寺町 ペタンク教室ラジオ体操の会 西部地区体育館 通年 週4日（10時から10時10分）

大善寺町 大善寺グラウンドゴルフクラブ 大善寺グラウンド 通年 毎日（9時から）

大善寺町 すみれ会 筑邦市民センター 10月～1月 木曜日（13時30分から13時40分）

大善寺町 藤吉サロンの会 藤吉天満宮境内 3月～11月 月曜日から土曜日（夏季は6時30分から、冬季は7時30分から）

高野2丁目 高のんコアラ 町内有志の畑地 通年 土曜日（7時から）

津福本町 カーサマリア自治会 カーサマリア内交流プラザ 通年 火曜日・木曜日・土曜日（9時から）

津福本町 津福公園ドームの会 津福公園ドーム内 通年 毎日（6時30分から）

津福本町 津福西自治会 津福八幡神社境内 通年 毎日（6時30分から6時40分）

津福本町 津福東公民館　ヨガ教室 津福東公民館 通年 木曜日(10時から12時）

長門石 第二ダンスクラブ 市総合福祉会館 通年 月曜日（13時30分から）

長門石 白寿会 長門石コミュニティセンター 通年 水曜日（10時から）

※会場・実施期間・実施日は、変更される場合がありますので、ご留意ください。

久留米市内のラジオ体操活動状況一覧
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地域名 団体名 会場 実施期間 実施日（時間）

西町 西国分校区第１ブロック（緑） 西町公園 通年 日曜日（8時から）

西町 ニコニコ会 金丸老人憩の森 通年 木曜日(10時から11時)

西町 金丸老人クラブ連合会 金丸老人いこいの家 通年 木曜日(月2回、10時から12時)

野中町 グラウンドゴルフ高良川クラブ 高良川公園 通年
月曜日・木曜日
（5月から10月は8時20分から、11月から4月は8時50
分から）

東合川 よらん会 東合川団地集会場 通年 第2水曜日（13時30分から）

東合川 東合川菜の花会 東合川新町市営住宅 通年 土曜日または日曜日（13時から）

東櫛原町 久留米早朝ラジオ体操会 久留米総合スポーツセンター補助競技場 通年 毎日（6時30分から）

東櫛原町 篠山グラウンドゴルフクラブ 旭町公園 通年
月曜日から土曜日
（夏季は9時から、冬季は13時30分から）

東櫛原町 南薫グラウンドゴルフクラブ 中央公園(北側) 通年(8月を除く) 月曜日・水曜日・金曜日(9時から9時10分)

東町 おせっかい工房　咲風里 咲風里久留米ルーム 通年 火曜日・水曜日（10時20分から）

藤光町 とんぼ会 七田原公園内 通年
毎日
（3月から11月は6時30分から、12月から2月は7時か

蛍川町 蛍川町ラジオ体操愛好会 蛍川町公園 通年 毎日(6時20分から）

蛍川町 ラジオ体操愛好会 蛍川町公園 通年 毎日（6時30分から6時40分）

蛍川町 蛍川愛晶会 蛍川公民館 通年 木曜日（月2回）（13時30分から14時）

南町 南校区花園自治会 花園公園 通年 土曜日（6時30分から）

南町 上津蓮ノ池グラウンドゴルフクラブ 南町運動広場 通年
火曜日・木曜日
（4月から10月は8時20分から、11月から3月は8時50
分から）

南町 南牟田山木旺サロン 南牟田山集会所 通年 第2・第4木曜日(13時30分)

宮ノ陣 若鷲グランドゴルフクラブ 若松公園 通年 月曜日・金曜日・土曜日（8時から）

宮ノ陣 宮ノ陣パークタウン早朝倶楽部 宮ノ陣パークタウン集会所 通年 月曜日・水曜日・金曜日（6時30分から）

宮ノ陣
諏訪野町
野中町

シニア健康教室
(1)宮ノ陣コミュニティセンター
(2)えーるぴあ久留米
(3)勤労青少年ホーム

通年

(1)第2・4月曜日、第4木曜日（10時から）、木曜日（13
時から）
(2)第1月曜日、第2・第4火曜日、第2・4日曜日（13時
から）
(3)木曜日（9時から）

宮ノ陣 八丁島ラジオ体操クラブ 八丁島集落センター前 通年 毎日（7時から）

宮ノ陣 サクランボ パークタウン集会所 通年 月2回（13時から）

宮ノ陣 パークラジオ体操会 宮瀬集会所 通年 月曜日・水曜日・金曜日(6時30分から6時40分)

宮ノ陣 ラジオ体操同好会 公民館（若松樽角） 通年 毎日(9時から9時10分）

宮ノ陣 健康運動友の会 パークタウン集会所 通年 週2回(10時から11時)

御井町 南筑グラウンドゴルフクラブ 南筑高校第２グラウンド 通年 火曜日・木曜日・土曜日（6時から）

御井町 お茶のみ会 心和千歳ヶ丘、久留米天使園 通年 木曜日（月１回、10時から）

六ツ門 さくら会 くるめりあ６F みんくる 通年 金曜日（10時15分から11時45分）

六ツ門 希望の会 くるめりあ６F みんくる 通年 第2･4月曜日（10時30分から12時）

安武町 安武和太鼓の会 安武校区コミュニティセンター 通年 水曜日（18時から、または19時30分）

安武町 住吉ラジオ体操の会 住吉天満宮 通年 毎日（6時30分から）

安武町 小島グランドゴルフ会 小島納骨堂内公園 通年 月曜日から土曜日（6時30分から）

安武町 安武校区福寿会連合会 安武老人いこいの森 通年 毎日(10時から10時10分)

安武町武島 昔　子供会 個人宅（安武町武島） 通年 月曜日から土曜日（6時30分から）

山川町 山川校区上追分老人会 熊野神社境内 通年 第１日曜日(8時から8時20分)

山川町 城自治会 山川町1256-10 通年 月曜日から金曜日(6時30分から6時45分)

山本町
かぶと山エム・エス有限会社
就労継続支援B型　Symbi

かぶとやま会 かぶと山エム・エス有限会社 就労継続支援B型 通年 月曜日から金曜日(8時30分から10時の間)

北野町 くすの木会 北野天満宮境内 通年 水曜日（10時から10時10分）

北野町 陣屋エール デイサービス白梅跡地 通年 水曜日（10時から12時）

北野町 北野レインボーグラウンドゴルフクラブ 北野体育センター 通年
4月と5月、10月と11月は7時50分から
6月から9月、12月から3月は7時20分から

北野町 ますかげの会 ますかげセンター 通年 木曜日（10時から）

北野町 くるめすこやか推進会 乙吉丸公民館、乙丸お宮 通年 夏休み、老人会（月1）、野外活動時（年8）に実施

北野町 健幸クラブ.SS.ますかげ会 乙吉丸区公民館、ますかげセンター 通年 金曜日、第3水曜日（13時30分から）

北野町 生き活きニュースポーツ 北野公民館大ホール 通年 水曜日（13時30分から）

北野町 弓削校区まちづくり振興会 弓削コスモス館 通年 月曜日から金曜日の間に週1回

北野町 北野コスモスラジオ体操会 コスモスパーク北野 通年 毎日（6時30分から）

北野町 八重亀自治会浜班 広場（北野町） 通年 毎日（6時30分から）

北野町 北野町コミュニティ 北野町コミュニティ事業開催場所 １月～12月 行事開催時

北野町 絆の会　中村 北野町中村公民館 通年 火曜日（10時から）

北野町 千代島なかよしふれあいの会 北野町千代島公民館 1月～12月 第3水曜日（10時30分から）

北野町 久留米北地域包括支援センター コスモすまいる北野 通年 月曜日から金曜日(8時30分から8時40分)

北野町 打添サロン 打添公民館 通年 第一火曜日(10時から11時30分)

城島町 六町原グランドゴルフ 六原町熊野神社 1月～12月
月曜日と木曜日
（4から10月は8時30分から、11と12月は9時から）

城島町 浮島健康体操 浮島コミュニティーセンター 通年 水曜日、第1土曜日（9時30分から）

城島町 城島町大依グランドゴルフ愛好会 天満神社境内 通年
月曜日、木曜日
（5月から10月は7時50分から、11月から4月は8時20
分から）

城島町 芦塚健康体操クラブ 芦塚公民館 通年 火曜日（13時30分から）

城島町 下田校区まちづくり振興会 イベント開催場所 通年 イベント開催時
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地域名 団体名 会場 実施期間 実施日（時間）

城島町 青木校区社会福祉協議会金曜サロン 青木コミュニティセンター 通年 金曜日（10時から）

城島町 城島テニスクラブ 城島町テニスコート前 通年 水曜日・土曜日（19時から）

城島町 城島上の１老人クラブ 城島小学校グラウンド 通年 毎日（6時30分から6時40分）

城島町 芦塚老人クラブ 芦塚お宮 通年 月曜日（8時から）

城島町 城島町グラウンドゴルフ愛好会 下田多目的競技場 通年 水曜日・土曜日

田主丸町 八恵須公民館 八恵須公民館前広場 通年 毎日（6時30分から）

田主丸町 めぐみ会 居住地の公民館広場 通年 月曜日（7時から）

田主丸町 お地蔵さんの駅を守る会 お地蔵さんの駅 通年 毎日（6時30から）

田主丸町 竹野校区まちづくり振興会 竹野校区コミュニティセンター 通年 月曜日から金曜日（8時50分から）

田主丸町 いきいきサロンさくら会 南新町公民館 通年 第3土曜日（14時から）

田主丸町 昭和の会 個人宅 通年 水曜日（14時から）

田主丸町 さくら会 南新町公民館 通年
月曜日から木曜日、土曜日(6時30分から)
金曜日（13時30分から）

田主丸町 水縄校区まちづくり振興会 水縄校区コミュニティセンター 通年 毎日(8時30分から8時40分)

三潴町 三潴町「おはよう会」 2000年記念の森 通年 毎日（6時30分から）

三潴町 北清松グラウンドゴルフ愛好会 清草原公園 通年 火曜日・木曜日・土曜日（8時から）

三潴町 原田尚寿会 原田弓頭神社境内 通年 月曜日から金曜日（6時30分から）

三潴町 みづまスポクラブ・スポンジテニス 三潴総合体育館 通年 水曜日(19時から)

三潴町 草場尚寿会 三潴町清草場公園 通年 月曜日・木曜日（8時から）

三潴町 百の会 三潴町草場公民館 通年 毎週金曜日(10時から12時)

三潴町 早津崎８隣組 グッデイ三潴店南側 通年 毎日(夏季は6時30分から、冬季は7時45分から)

※令和2年9月時点
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