
  
申込期間 ２月１５日(水)～２月２4日(金)  
                       ※月曜・祝日は休園 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申込みは 電話/FAX/来園/メール(wakahisa@lime.ocn.ne.jp) 
(FAX・メールの方は若久園ぶろぐから用紙をダウンロードしてお申し込みください) 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開園時間】  9：00～18：00（日曜は 17:30まで） 

【休 園 日】  月曜・祝日（月曜日が祝日の場合翌日も休園） 

           年末年始 ※敬老の日は開園します 

【駐 車 場】  23台（台数に限りがあります。なるべく公共交通機関をご利用下さい） 

 
 
 
 〒815-0042 福岡市南区若久６丁目 29-1 
           電話（092）511-7255 ＦＡＸ（092）511-7558 
 

 

福岡市立老人福祉センター 若久園 

 

日々の出来事やイベントや講座の様子などが満載の 

若久園のブログも是非ご覧ください。 

ＱＲコードまたは「若久園ぶろぐ」で検索！ 

まずはお気軽にお問い合わせ下さい 

    西鉄バス 天神・博多駅方面より「若  久」下車 徒歩１０分 

   大橋駅より  「東若久」下車 徒歩１０分 

教室の種目・日時は 
裏面をご確認下さい 
 

市内に居住される 60歳以上の方ならどなたでも利用できます 
利用証（市内の老人福祉センター共通）をお持ちでない方は 
身分証明書（健康保険証または免許証など）と緊急連絡先☎ 
を提示してお申込みいただければ即日発行いたします 
 

いきいきシニア集まれ！ 
 

～申込期間終了後はお電話にて直接若久園にお問い合わせ下さい～ 

mailto:wakahisa@lime.ocn.ne.jp


実施場所 種　目 備　　考 実施場所 種　目 備　　考

社交ダンス 火 10:00～12:00
月30円
（コピー代都度） 囲　　碁 土 13:00～15:00

カラオケ(火) 火 13:00～15:00
年間2,300円（コピー代400円/
毎月テープ代160円） ダ ー ツ 月 13:00～15:00

900円
シャトル3本セット各自購入

カラオケ(金) 金 13:00～15:00
年間2,300円（コピー代400円/
毎月テープ代160円） 長住中央 フォークダンス 土 10:00～12:00

詩　　吟 24水 15:00～16:30 教本代：2,500円（新入会者） 西長住 将　　棋 水 13:00～15:00

短　　歌 24金 10:00～12:00 柏　原 詩　　吟 木 14:00～16:00

三 味 線 土 13:00～15:00 水 墨 画 水 10:00～12:00 道具がない方約10,000円～
（道具一式）※講師に注文の場合

ナツメロ 土 13:00～15:00 年間150円（新規：コピー代） 囲　　碁 月 13:00～15:00

茶 道(裏) 123水 10:00～12:00
都度500円　（茶菓子代）
5,000円～（初回道具代）

練功十八法(中級) 木 10:30～12:00

囲　　碁 火  9:30～11:30 練功十八法（初級） 火 10:30～12:00

フラダンス 13水 10:00～11:30 新曲時500円（CD代） ギターを弾こう･始めよう 水 10:30～12:30
年間500円（楽譜/コピー代）
ギター2,000円～（中古）

いきいき体操 土 10:00～11:30 すてきな日常英会話 木 14:00～16:00
年間1,000円
（コピー代都度）

川　　柳 第1金 10:00～12:00 詩　　吟 24金 14:00～16:00
1,500円（教材費：新規）
別途コピー代（都度）

水 墨 画 火 13:00～15:00
道具がない方は約10,000円～
（道具一式）※講師に注文の場合

筆ペンによる実用書 土 15:30～17:00 月200円（コピー代）

俳　　句 第3火 10:00～12:00 囲　　碁 水 13:00～15:00

ソング＆リズム体操 13日 10:00～12:00
2,300円（道具代4個）
コピー代都度、衣装は必要時購入 エコクラフト 123火 13:00～15:00

300～800円
（作品による）

フォークダンス 24水 13:00～15:00 西高宮 囲　　碁 月 13:00～15:00

マジック 24木 10:00～12:00
50～200円位
（道具代必要な方のみ） 宮　竹 英語会話 24木 10:00～12:00 都度50円（コピー代）

ぬりえ･クラフト 水 10:00～12:00 月600円（コピー代・道具代） 囲　　碁 土 13:00～15:00

初級日常英会話 火 13:00～15:00 年間1,000円（コピー代都度） 元気はつらつ体操 134金 10:00～11:30

写　　経 13金 10:00～12:00
道具がない方は約5,000円～
（道具一式）※講師に注文の場合 高　木 初級英会話 水   9:30～11:30

年間1,000円
（テキストコピー代）

オカリナ(初級) 24火 10:00～11:30
オカリナ4,378円(C管)　コピー代都度
テキスト代2,500円/譜面台100円～

エコクラフト 12水 13:00～15:00
300～800円
（作品による）

音楽療法(脳トレ) 水 10:00～11:30 陶　　芸 火 10:00～12:00
初回3,850円（道具代）
毎月4,000円（粘土代）

健康のびのび体操 木 10:00～11:30 園　　芸 水 13:00～15:00 毎月1,000円（苗代）

絵　　画 34水 13:00～15:00

中級英会話 13水 13:30～15:00
月200円（コピー代）状況に応じ
テキスト購入（2,000円） 民　　踊 24水 10:30～12:00

楽しい温泉雑学 3金 13:00～14:30 年間240円（コピー代） 民　　謡 24木 13:00～15:00 コピー代（都度）

くらしを彩る花と
グリーンアレンジ 1金 13:00～15:00

2,000～2,500円
（生花・鉢物・シルクフラワー等） 書　　道 13木 13:00～15:00 年間500円（コピー代）

阿波踊り・日本舞踊 123日 13:00～15:00
1回300円
（年5回：カセット代）

昔遊びと健康体操 24木 13:00～15:00 年間100円（コピー代）

笑顔で健康レクササイズ 13木 13:00～15:00    …令和５年度新規開講予定

若久園

令和5年度　教室一覧表　　

～シニア教室～ 令和5年1月17日現在

日　時 日　時

※2月15日～2月24日の間に電話，FAX，メールまたは若久園の窓口でお申し込みいただけます。（月曜と祝日は休園）

※シニア教室は１人３教室までお申し込みできます。定員に満たない場合は不開講となりますのでご了承下さい。

※コロナ禍の間は休講、また一部の教室を除いてグループ分けを行い少人数での受講となります。

　ご理解の上、お申し込み下さいますようお願いいたします。

弥永西

東花畑

野多目

鶴　田

老　司

～高齢者創作講座～

若久園

若久園

～センタｰ講座～

若　久

若久園で実施 いこいの家合築(公民館内で実施)

福岡市立老人福祉センター若久園
電話（０９２）５１１－７２５５
【MAIL】wakahisaen@lime.ocn.ne.jp


