


シール
の色 実施団体 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前

申込み 問い合わせ先

八幡歯科医師会

やはた東・ふれあいまつり
（お口の健康相談など） 10/4㈮ 北九州市立

響ホール
無料 不要

八幡東区役所保健福祉課
TEL：671-3022

フッ素イオンde歯ッピーフェスタ
（お口の健康相談など） 11/10㈰ イオンモール

八幡東
八幡歯科医師会
TEL：681-4131

八幡薬剤師会・
福岡県栄養士会
北九州支部

第3回八薬カフェイベント
「夏バテと脱水予防」 8/29㈭ 八薬カフェ

無料 必要 八幡薬剤師会
TEL：661-1166

第4回八薬カフェイベント
「認知症予防の食生活」 10/17㈭ 八薬カフェ

第5回八薬カフェイベント
「カロリーと塩分を控えたおせち料理」12/19㈭ 八薬カフェ

八幡薬剤師会 八薬カフェ 平日11時～16時 八薬カフェ 無料 不要 八幡薬剤師会
TEL：661-1166

八幡東区
ボランティア
連絡協議会

第14回
八幡東区ボランティアまつり 8/17㈯ 八幡東区社会

福祉センター 無料 不要 八幡東区社会福祉協議会
ボランティア・
市民活動センター
TEL：662-0911

健康増進講座
「認知症予防運動コグニサイズ」12/3㈫

八幡東区社会
福祉センター 無料 必要

北九州市
八幡東区
食生活改善
推進員協議会

健康料理普及講習会

9/11㈬・11/13㈬・
12/11㈬

尾倉
市民センター

有料
400円

必要
（※1）

八幡東区役所
保健福祉課
TEL：671-6881

（※1）
実施日の1週間前
までにお申込みく
ださい

9/10㈫・10/8㈫・11/12㈫・
12/10㈫・1/14㈫

八幡大谷
市民センター

9/20㈮・10/18㈮・11/15㈮・
12/20㈮・1/17㈮

大蔵
市民センター

9/7㈯・10/5㈯・
11/2㈯・12/7㈯

祝町
市民センター

9/4㈬・10/2㈬・11/6㈬・
12/4㈬・1/8㈬

高見
市民センター

9/12㈭・10/10㈭ 槻田
市民センター

9/19㈭・10/17㈭・11/21㈭・
12/19㈭・1/16㈭

枝光
市民センター

9/5㈭・10/3㈭・11/7㈭・
12/5㈭・1/9㈭

枝光北
市民センター

9/11㈬・11/13㈬・
1/8㈬

枝光南
市民センター

9/4㈬・10/2㈬・11/6㈬・
12/4㈬

前田
市民センター

9/6㈮・11/8㈮・
12/6㈮

平野
市民センター

9/6㈮・11/1㈮・1/10㈮ 高槻
市民センター

男性のための料理教室 9/13㈮ 高槻
市民センター

北九州市八幡東区
健康づくり推進員の会 ウォーキング 10/21㈪ 東田地区

（予定） 無料 必要 八幡東区健康づくり推進員の会
TEL：090-5484-2891

八幡東区役所
健康マージャン教室 10月以降開催予定 未定

※9月下旬に各市民センター
にチラシを配布します

八幡東区役所
保健福祉課
TEL：671-3022お酒を健康に楽しむ講座 10月以降開催予定

●槻田地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

1 槻田第一自治区会
盆踊り大会 8/13㈫～8/14㈬ 松尾町公園 無料 － 槻田市民センター

TEL:653-1185

2 槻田川の一斉清掃 9/7㈯ 槻田川 無料 － 槻田市民センター
TEL:653-1185

3 槻田ふれあいまつり 11/9㈯～11/11㈪ 槻田市民センター 無料 － 槻田市民センター
TEL:653-1185

4 槻田第一自治区会
体育大会（カローリング大会） 11/17㈰ 槻田小学校体育館 無料 － 槻田市民センター

TEL:653-1185

5 槻田第五自治区会
体育大会（カローリング大会） 12/1㈰ 槻田小学校体育館 無料 － 槻田市民センター

TEL:653-1185

6 ラジオ体操
毎日
（平日のみの

場所もあり）

茶屋町公園　6:30～
松尾町公園　6:30～
清田南公園　7:30～
宮の町公園　9:00～
槻田市民センター　9:30～

無料 － 槻田市民センター
TEL:653-1185

●祝町地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

7 ８・８ピースメッセージ＆
コンサート 8/8㈭ 祝町市民センター 無料 － 祝町市民センター

TEL:651-3816

8 祝町ワイワイまつり 8/24㈯ 祝町市民センター 無料 － 祝町市民センター
TEL:651-3816

9 クリーンウォーキング 11/9㈯ 祝町校区 無料 － 祝町市民センター
TEL:651-3816

10 祝町いきいき教室 毎月第2水曜 祝町市民センター 有料の
場合㊒ － 八幡東区役所保健福祉課

TEL:671-6881

11 槻田第三区民館元気でハツラツ健康アップ教室 毎月第1火曜 槻田第三区民館 有料の
場合㊒ － 八幡東区役所保健福祉課

TEL:671-6881

●高見地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

12 高見夏祭り 8/24㈯ 高見中央公園 無料 － 高見市民センター
TEL:651-2101

13 槻田第二自治区会ソフトバレーボール大会 9/8㈰ 高見小学校体育館 無料 必要 槻田第二自治区会
TEL:651-0512

14 槻田第二自治区会まち美化清掃活動 10/6㈰ 槻田第二自治区
地域内 無料 － 槻田第二自治区会

TEL:651-0512

47 豊山公園草刈り 10月上旬 豊山公園 無料 － 尾倉第二自治区会
TEL:661-3886

48 尾倉ふれあいまつり 10/19㈯～
10/20㈰ 尾倉市民センター 無料 － 尾倉市民センター

TEL:661-0516

49 皿倉まつり 11月中旬 皿倉小学校体育館 無料 － 尾倉小学校PTA
TEL:671-1947

50 認知症出前講演 11月末 尾倉市民センター 無料 必要 尾倉第二自治区会
TEL:661-3886

51 餅つき大会 12月末 尾倉市民センター 無料 － 尾倉市民センター
TEL:661-0516

52 どんど焼き 1/13㈪ 豊山八幡神社 無料 － 尾倉第二自治区会
TEL:661-3886

53 茶論おぐら 毎月1回 尾倉市民センター 有料
(100円) － 尾倉市民センター

TEL:661-0516

●前田地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

54 ラジオ体操 8/15㈭～8/24㈯ 祇園一丁目公園
7:00～ 無料 － 前田市民センター

TEL:662-0552

55 初心者ギター教室 8月～9月 前田市民センター 無料 必要 前田市民センター
TEL:662-0552

56「ごみゼロの日」地域清掃 10/6㈰ 桃園一丁目
さくら公園 無料 － 前田第二自治区会

TEL:671-4173

57 前田・平野健康ウォークフェスタ 11/17㈰ 前田地区全般
（花尾山登山） 無料 － 前田まちづくり協議会

TEL:671-4173

58 前田三社めぐりウォーキング 1/18㈯ 地区三社めぐり 無料 － 前田まちづくり協議会
TEL:671-4173

●平野地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

59 そうめん流し 8/10㈯ 桃園公園広場 無料 － 平野市民センター
TEL:661-1584

60 生活安全パトロール 8/20㈫ 平野市民センター 無料 必要 前田第四自治区会
TEL:090-3733-5645

61 平野文化祭 10/5㈯～10/6㈰ 平野市民センター 無料 － 平野市民センター
TEL:661-1584

62 前田・平野健康ウォークフェスタ 11/17㈰ 桃園公園広場
新明公園 無料 － 平野市民センター

TEL:661-1584



シール
の色 実施団体 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前

申込み 問い合わせ先

八幡歯科医師会

やはた東・ふれあいまつり
（お口の健康相談など） 10/4㈮ 北九州市立

響ホール
無料 不要

八幡東区役所保健福祉課
TEL：671-3022

フッ素イオンde歯ッピーフェスタ
（お口の健康相談など） 11/10㈰ イオンモール

八幡東
八幡歯科医師会
TEL：681-4131

八幡薬剤師会・
福岡県栄養士会
北九州支部

第3回八薬カフェイベント
「夏バテと脱水予防」 8/29㈭ 八薬カフェ

無料 必要 八幡薬剤師会
TEL：661-1166

第4回八薬カフェイベント
「認知症予防の食生活」 10/17㈭ 八薬カフェ

第5回八薬カフェイベント
「カロリーと塩分を控えたおせち料理」12/19㈭ 八薬カフェ

八幡薬剤師会 八薬カフェ 平日11時～16時 八薬カフェ 無料 不要 八幡薬剤師会
TEL：661-1166

八幡東区
ボランティア
連絡協議会

第14回
八幡東区ボランティアまつり 8/17㈯ 八幡東区社会

福祉センター 無料 不要 八幡東区社会福祉協議会
ボランティア・
市民活動センター
TEL：662-0911

健康増進講座
「認知症予防運動コグニサイズ」12/3㈫

八幡東区社会
福祉センター 無料 必要

北九州市
八幡東区
食生活改善
推進員協議会

健康料理普及講習会

9/11㈬・11/13㈬・
12/11㈬

尾倉
市民センター

有料
400円

必要
（※1）

八幡東区役所
保健福祉課
TEL：671-6881

（※1）
実施日の1週間前
までにお申込みく
ださい

9/10㈫・10/8㈫・11/12㈫・
12/10㈫・1/14㈫

八幡大谷
市民センター

9/20㈮・10/18㈮・11/15㈮・
12/20㈮・1/17㈮

大蔵
市民センター

9/7㈯・10/5㈯・
11/2㈯・12/7㈯

祝町
市民センター

9/4㈬・10/2㈬・11/6㈬・
12/4㈬・1/8㈬

高見
市民センター

9/12㈭・10/10㈭ 槻田
市民センター

9/19㈭・10/17㈭・11/21㈭・
12/19㈭・1/16㈭

枝光
市民センター

9/5㈭・10/3㈭・11/7㈭・
12/5㈭・1/9㈭

枝光北
市民センター

9/11㈬・11/13㈬・
1/8㈬

枝光南
市民センター

9/4㈬・10/2㈬・11/6㈬・
12/4㈬

前田
市民センター

9/6㈮・11/8㈮・
12/6㈮

平野
市民センター

9/6㈮・11/1㈮・1/10㈮ 高槻
市民センター

男性のための料理教室 9/13㈮ 高槻
市民センター

北九州市八幡東区
健康づくり推進員の会 ウォーキング 10/21㈪ 東田地区

（予定） 無料 必要 八幡東区健康づくり推進員の会
TEL：090-5484-2891

八幡東区役所
健康マージャン教室 10月以降開催予定 未定

※9月下旬に各市民センター
にチラシを配布します

八幡東区役所
保健福祉課
TEL：671-3022お酒を健康に楽しむ講座 10月以降開催予定

●槻田地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

1 槻田第一自治区会
盆踊り大会 8/13㈫～8/14㈬ 松尾町公園 無料 － 槻田市民センター

TEL:653-1185

2 槻田川の一斉清掃 9/7㈯ 槻田川 無料 － 槻田市民センター
TEL:653-1185

3 槻田ふれあいまつり 11/9㈯～11/11㈪ 槻田市民センター 無料 － 槻田市民センター
TEL:653-1185

4 槻田第一自治区会
体育大会（カローリング大会） 11/17㈰ 槻田小学校体育館 無料 － 槻田市民センター

TEL:653-1185

5 槻田第五自治区会
体育大会（カローリング大会） 12/1㈰ 槻田小学校体育館 無料 － 槻田市民センター

TEL:653-1185

6 ラジオ体操
毎日
（平日のみの

場所もあり）

茶屋町公園　6:30～
松尾町公園　6:30～
清田南公園　7:30～
宮の町公園　9:00～
槻田市民センター　9:30～

無料 － 槻田市民センター
TEL:653-1185

●祝町地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

7 ８・８ピースメッセージ＆
コンサート 8/8㈭ 祝町市民センター 無料 － 祝町市民センター

TEL:651-3816

8 祝町ワイワイまつり 8/24㈯ 祝町市民センター 無料 － 祝町市民センター
TEL:651-3816

9 クリーンウォーキング 11/9㈯ 祝町校区 無料 － 祝町市民センター
TEL:651-3816

10 祝町いきいき教室 毎月第2水曜 祝町市民センター 有料の
場合㊒ － 八幡東区役所保健福祉課

TEL:671-6881

11 槻田第三区民館元気でハツラツ健康アップ教室 毎月第1火曜 槻田第三区民館 有料の
場合㊒ － 八幡東区役所保健福祉課

TEL:671-6881

●高見地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

12 高見夏祭り 8/24㈯ 高見中央公園 無料 － 高見市民センター
TEL:651-2101

13 槻田第二自治区会ソフトバレーボール大会 9/8㈰ 高見小学校体育館 無料 必要 槻田第二自治区会
TEL:651-0512

14 槻田第二自治区会まち美化清掃活動 10/6㈰ 槻田第二自治区
地域内 無料 － 槻田第二自治区会

TEL:651-0512

47 豊山公園草刈り 10月上旬 豊山公園 無料 － 尾倉第二自治区会
TEL:661-3886

48 尾倉ふれあいまつり 10/19㈯～
10/20㈰ 尾倉市民センター 無料 － 尾倉市民センター

TEL:661-0516

49 皿倉まつり 11月中旬 皿倉小学校体育館 無料 － 尾倉小学校PTA
TEL:671-1947

50 認知症出前講演 11月末 尾倉市民センター 無料 必要 尾倉第二自治区会
TEL:661-3886

51 餅つき大会 12月末 尾倉市民センター 無料 － 尾倉市民センター
TEL:661-0516

52 どんど焼き 1/13㈪ 豊山八幡神社 無料 － 尾倉第二自治区会
TEL:661-3886

53 茶論おぐら 毎月1回 尾倉市民センター 有料
(100円) － 尾倉市民センター

TEL:661-0516

●前田地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

54 ラジオ体操 8/15㈭～8/24㈯ 祇園一丁目公園
7:00～ 無料 － 前田市民センター

TEL:662-0552

55 初心者ギター教室 8月～9月 前田市民センター 無料 必要 前田市民センター
TEL:662-0552

56「ごみゼロの日」地域清掃 10/6㈰ 桃園一丁目
さくら公園 無料 － 前田第二自治区会

TEL:671-4173

57 前田・平野健康ウォークフェスタ 11/17㈰ 前田地区全般
（花尾山登山） 無料 － 前田まちづくり協議会

TEL:671-4173

58 前田三社めぐりウォーキング 1/18㈯ 地区三社めぐり 無料 － 前田まちづくり協議会
TEL:671-4173

●平野地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

59 そうめん流し 8/10㈯ 桃園公園広場 無料 － 平野市民センター
TEL:661-1584

60 生活安全パトロール 8/20㈫ 平野市民センター 無料 必要 前田第四自治区会
TEL:090-3733-5645

61 平野文化祭 10/5㈯～10/6㈰ 平野市民センター 無料 － 平野市民センター
TEL:661-1584

62 前田・平野健康ウォークフェスタ 11/17㈰ 桃園公園広場
新明公園 無料 － 平野市民センター

TEL:661-1584



15 槻田第二自治区会ふれあいまつり 11/9㈯～11/10㈰ 荒生田神社境内 無料 － 槻田第二自治区会
TEL:651-0512

16 高見校区文化祭 10月下旬 高見市民センター 無料 － 高見市民センター
TEL:651-2101

17 たかみんウォーキング 毎月第1土曜 高見市民センター 無料 － 高見市民センター
TEL:651-2101

●高槻地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

18 健康講演会 9月 高槻市民センター 無料 － 高槻市民センター
TEL:653-2677

19 たかつき文化祭 11/9㈯～11/10㈰ 高槻市民センター 無料 － 高槻市民センター
TEL:653-2677

20 どんど焼き 1月 高槻小学校グラウンド 無料 － 高槻市民センター
TEL:653-2677

21 高槻認知症予防塾 毎月1回 高槻市民センター 無料 必要 高槻市民センター
TEL:653-2677

●大蔵地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

22 元気でハツラツ健康アップ教室 毎月第2金曜 大蔵市民センター 無料 － 八幡東区役所保健福祉課
TEL:671-6881

23 大蔵脳活クラブ 毎月第2、4月曜 大蔵市民センター 有料の
場合㊒ － 八幡東区役所保健福祉課

TEL:671-6881

24 勝山おたっしゃ教室 毎月第3月曜 大蔵市民センター 無料 必要 八幡東区役所保健福祉課
TEL:671-6881

●枝光一区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

25 楽しく歩こう会 毎月1回 枝光南市民センター
有料

(年会費100円) 必要
枝光南市民センター
TEL:682-0067

26 レモン収穫祭 10月中旬 枝光南市民センター 無料 － 枝光南市民センター
TEL:682-0067

27
ふれあい文化祭
1日目：健康フェスタ
2日目：アトラクション

10/26㈯～
10/27㈰ 枝光南市民センター 無料 － 枝光南市民センター

TEL:682-0067

28 餅つき大会・どんど焼 1月上旬 上本町二丁目わんぱく広
場・上本町一丁目公園 無料 － 枝光南市民センター

TEL:682-0067

●枝光地区
番
号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前

申込み
問い合わせ先
（申し込み先）

29 夢二まつり 8/31㈯～9/1㈰ 諏訪一丁目公園
（宮川公園） 無料 － 事務局長（吉村）

TEL:661-0521

30 枝光文化祭 10月上旬 枝光市民センター 無料 － 枝光市民センター
TEL:661-1034

31 どんど焼・餅つき大会 1/13㈪ 枝光八幡宮 無料 － 枝光第二自治区会
TEL:090-7153-2724

32 枝光健康塾 毎月1回 枝光市民センター 有料の
場合㊒ 必要 枝光市民センター

TEL:661-1034

33 健康講座 毎月1回 枝光市民センター 無料 － 枝光市民センター
TEL:661-1034

●枝光北地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

34 ふれあい枝北まつり 8/17㈯ 枝光北市民センター 無料 － 枝光北市民センター
TEL:661-2437

35 えだみつきた文化祭 10/26㈯～
10/27㈰ 枝光北市民センター 無料 － 枝光北市民センター

TEL:661-2437

36 枝北けんこういちばん 毎月第4木曜 枝光北市民センター 無料 － 枝光北市民センター
TEL:661-2437

●八幡大谷地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

37 盆踊り大会 8/13㈫～8/14㈬ 中央区商店街 無料 － 中央第一自治区会
TEL:661-2110

38 非行防止キャンペーンパトロール 8/30㈮・9/6㈮ 八幡大谷市民センター 無料 － 八幡大谷市民センター
TEL:661-1092

39 ミュージックプロムナード 9/13㈮ 中央区商店街 無料 必要 八幡大谷市民センター
TEL:661-1092

40 しゃべり場 9/21㈯ 中央中学校 無料 必要 八幡大谷市民センター
TEL:661-1092

41 地域一斉美化清掃 9/28㈯ 八幡大谷市民センター 無料 必要 八幡大谷市民センター
TEL:661-1092

42 運動会 10/13㈰ 八幡小学校運動場 無料 － 中央第一自治区会
TEL:661-2110

43 八幡大谷市民センター文化祭 11/2㈯ ～11/4㈪・
11/10㈰ 八幡大谷市民センター 無料 － 八幡大谷市民センター

TEL:661-1092

44 どんど焼 1/13㈪ 中央二丁目公園 無料 － 八幡大谷市民センター
TEL:661-1092

●尾倉地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

45 防犯パトロール 8月末・10月末・
12月末 春の町5丁目集会所 無料 － 尾倉第二自治区会

TEL:661-3886

46 第15回尾倉地区「防犯・防火薬
物乱用防止パトロール」と講演会 9/27㈮ 尾倉市民センター 無料 必要 尾倉市民センター

TEL:661-0516



15 槻田第二自治区会ふれあいまつり 11/9㈯～11/10㈰ 荒生田神社境内 無料 － 槻田第二自治区会
TEL:651-0512

16 高見校区文化祭 10月下旬 高見市民センター 無料 － 高見市民センター
TEL:651-2101

17 たかみんウォーキング 毎月第1土曜 高見市民センター 無料 － 高見市民センター
TEL:651-2101

●高槻地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

18 健康講演会 9月 高槻市民センター 無料 － 高槻市民センター
TEL:653-2677

19 たかつき文化祭 11/9㈯～11/10㈰ 高槻市民センター 無料 － 高槻市民センター
TEL:653-2677

20 どんど焼き 1月 高槻小学校グラウンド 無料 － 高槻市民センター
TEL:653-2677

21 高槻認知症予防塾 毎月1回 高槻市民センター 無料 必要 高槻市民センター
TEL:653-2677

●大蔵地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

22 元気でハツラツ健康アップ教室 毎月第2金曜 大蔵市民センター 無料 － 八幡東区役所保健福祉課
TEL:671-6881

23 大蔵脳活クラブ 毎月第2、4月曜 大蔵市民センター 有料の
場合㊒ － 八幡東区役所保健福祉課

TEL:671-6881

24 勝山おたっしゃ教室 毎月第3月曜 大蔵市民センター 無料 必要 八幡東区役所保健福祉課
TEL:671-6881

●枝光一区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

25 楽しく歩こう会 毎月1回 枝光南市民センター
有料

(年会費100円) 必要
枝光南市民センター
TEL:682-0067

26 レモン収穫祭 10月中旬 枝光南市民センター 無料 － 枝光南市民センター
TEL:682-0067

27
ふれあい文化祭
1日目：健康フェスタ
2日目：アトラクション

10/26㈯～
10/27㈰ 枝光南市民センター 無料 － 枝光南市民センター

TEL:682-0067

28 餅つき大会・どんど焼 1月上旬 上本町二丁目わんぱく広
場・上本町一丁目公園 無料 － 枝光南市民センター

TEL:682-0067

●枝光地区
番
号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前

申込み
問い合わせ先
（申し込み先）

29 夢二まつり 8/31㈯～9/1㈰ 諏訪一丁目公園
（宮川公園） 無料 － 事務局長（吉村）

TEL:661-0521

30 枝光文化祭 10月上旬 枝光市民センター 無料 － 枝光市民センター
TEL:661-1034

31 どんど焼・餅つき大会 1/13㈪ 枝光八幡宮 無料 － 枝光第二自治区会
TEL:090-7153-2724

32 枝光健康塾 毎月1回 枝光市民センター 有料の
場合㊒ 必要 枝光市民センター

TEL:661-1034

33 健康講座 毎月1回 枝光市民センター 無料 － 枝光市民センター
TEL:661-1034

●枝光北地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

34 ふれあい枝北まつり 8/17㈯ 枝光北市民センター 無料 － 枝光北市民センター
TEL:661-2437

35 えだみつきた文化祭 10/26㈯～
10/27㈰ 枝光北市民センター 無料 － 枝光北市民センター

TEL:661-2437

36 枝北けんこういちばん 毎月第4木曜 枝光北市民センター 無料 － 枝光北市民センター
TEL:661-2437

●八幡大谷地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

37 盆踊り大会 8/13㈫～8/14㈬ 中央区商店街 無料 － 中央第一自治区会
TEL:661-2110

38 非行防止キャンペーンパトロール 8/30㈮・9/6㈮ 八幡大谷市民センター 無料 － 八幡大谷市民センター
TEL:661-1092

39 ミュージックプロムナード 9/13㈮ 中央区商店街 無料 必要 八幡大谷市民センター
TEL:661-1092

40 しゃべり場 9/21㈯ 中央中学校 無料 必要 八幡大谷市民センター
TEL:661-1092

41 地域一斉美化清掃 9/28㈯ 八幡大谷市民センター 無料 必要 八幡大谷市民センター
TEL:661-1092

42 運動会 10/13㈰ 八幡小学校運動場 無料 － 中央第一自治区会
TEL:661-2110

43 八幡大谷市民センター文化祭 11/2㈯ ～11/4㈪・
11/10㈰ 八幡大谷市民センター 無料 － 八幡大谷市民センター

TEL:661-1092

44 どんど焼 1/13㈪ 中央二丁目公園 無料 － 八幡大谷市民センター
TEL:661-1092

●尾倉地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

45 防犯パトロール 8月末・10月末・
12月末 春の町5丁目集会所 無料 － 尾倉第二自治区会

TEL:661-3886

46 第15回尾倉地区「防犯・防火薬
物乱用防止パトロール」と講演会 9/27㈮ 尾倉市民センター 無料 必要 尾倉市民センター

TEL:661-0516



●槻田地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

1 槻田第一自治区会
盆踊り大会 8/13㈫～8/14㈬ 松尾町公園 無料 － 槻田市民センター

TEL:653-1185

2 槻田川の一斉清掃 9/7㈯ 槻田川 無料 － 槻田市民センター
TEL:653-1185

3 槻田ふれあいまつり 11/9㈯～11/11㈪ 槻田市民センター 無料 － 槻田市民センター
TEL:653-1185

4 槻田第一自治区会
体育大会（カローリング大会） 11/17㈰ 槻田小学校体育館 無料 － 槻田市民センター

TEL:653-1185

5 槻田第五自治区会
体育大会（カローリング大会） 12/1㈰ 槻田小学校体育館 無料 － 槻田市民センター

TEL:653-1185

6 ラジオ体操
毎日
（平日のみの

場所もあり）

茶屋町公園　6:30～
松尾町公園　6:30～
清田南公園　7:30～
宮の町公園　9:00～
槻田市民センター　9:30～

無料 － 槻田市民センター
TEL:653-1185

●祝町地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

7 ８・８ピースメッセージ＆
コンサート 8/8㈭ 祝町市民センター 無料 － 祝町市民センター

TEL:651-3816

8 祝町ワイワイまつり 8/24㈯ 祝町市民センター 無料 － 祝町市民センター
TEL:651-3816

9 クリーンウォーキング 11/9㈯ 祝町校区 無料 － 祝町市民センター
TEL:651-3816

10 祝町いきいき教室 毎月第2水曜 祝町市民センター 有料の
場合㊒ － 八幡東区役所保健福祉課

TEL:671-6881

11 槻田第三区民館元気でハツラツ健康アップ教室 毎月第1火曜 槻田第三区民館 有料の
場合㊒ － 八幡東区役所保健福祉課

TEL:671-6881

●高見地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

12 高見夏祭り 8/24㈯ 高見中央公園 無料 － 高見市民センター
TEL:651-2101

13 槻田第二自治区会ソフトバレーボール大会 9/8㈰ 高見小学校体育館 無料 必要 槻田第二自治区会
TEL:651-0512

14 槻田第二自治区会まち美化清掃活動 10/6㈰ 槻田第二自治区
地域内 無料 － 槻田第二自治区会

TEL:651-0512

47 豊山公園草刈り 10月上旬 豊山公園 無料 － 尾倉第二自治区会
TEL:661-3886

48 尾倉ふれあいまつり 10/19㈯～
10/20㈰ 尾倉市民センター 無料 － 尾倉市民センター

TEL:661-0516

49 皿倉まつり 11月中旬 皿倉小学校体育館 無料 － 尾倉小学校PTA
TEL:671-1947

50 認知症出前講演 11月末 尾倉市民センター 無料 必要 尾倉第二自治区会
TEL:661-3886

51 餅つき大会 12月末 尾倉市民センター 無料 － 尾倉市民センター
TEL:661-0516

52 どんど焼き 1/13㈪ 豊山八幡神社 無料 － 尾倉第二自治区会
TEL:661-3886

53 茶論おぐら 毎月1回 尾倉市民センター 有料
(100円) － 尾倉市民センター

TEL:661-0516

●前田地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

54 ラジオ体操 8/15㈭～8/24㈯ 祇園一丁目公園
7:00～ 無料 － 前田市民センター

TEL:662-0552

55 初心者ギター教室 8月～9月 前田市民センター 無料 必要 前田市民センター
TEL:662-0552

56「ごみゼロの日」地域清掃 10/6㈰ 桃園一丁目
さくら公園 無料 － 前田第二自治区会

TEL:671-4173

57 前田・平野健康ウォークフェスタ 11/17㈰ 前田地区全般
（花尾山登山） 無料 － 前田まちづくり協議会

TEL:671-4173

58 前田三社めぐりウォーキング 1/18㈯ 地区三社めぐり 無料 － 前田まちづくり協議会
TEL:671-4173

●平野地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

59 そうめん流し 8/10㈯ 桃園公園広場 無料 － 平野市民センター
TEL:661-1584

60 生活安全パトロール 8/20㈫ 平野市民センター 無料 必要 前田第四自治区会
TEL:090-3733-5645

61 平野文化祭 10/5㈯～10/6㈰ 平野市民センター 無料 － 平野市民センター
TEL:661-1584

62 前田・平野健康ウォークフェスタ 11/17㈰ 桃園公園広場
新明公園 無料 － 平野市民センター

TEL:661-1584

シール
の色 実施団体 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前

申込み 問い合わせ先

八幡歯科医師会

やはた東・ふれあいまつり
（お口の健康相談など） 10/4㈮ 北九州市立

響ホール
無料 不要

八幡東区役所保健福祉課
TEL：671-3022

フッ素イオンde歯ッピーフェスタ
（お口の健康相談など） 11/10㈰ イオンモール

八幡東
八幡歯科医師会
TEL：681-4131

八幡薬剤師会・
福岡県栄養士会
北九州支部

第3回八薬カフェイベント
「夏バテと脱水予防」 8/29㈭ 八薬カフェ

無料 必要 八幡薬剤師会
TEL：661-1166

第4回八薬カフェイベント
「認知症予防の食生活」 10/17㈭ 八薬カフェ

第5回八薬カフェイベント
「カロリーと塩分を控えたおせち料理」12/19㈭ 八薬カフェ

八幡薬剤師会 八薬カフェ 平日11時～16時 八薬カフェ 無料 不要 八幡薬剤師会
TEL：661-1166

八幡東区
ボランティア
連絡協議会

第14回
八幡東区ボランティアまつり 8/17㈯ 八幡東区社会

福祉センター 無料 不要 八幡東区社会福祉協議会
ボランティア・
市民活動センター
TEL：662-0911

健康増進講座
「認知症予防運動コグニサイズ」12/3㈫

八幡東区社会
福祉センター 無料 必要

北九州市
八幡東区
食生活改善
推進員協議会

健康料理普及講習会

9/11㈬・11/13㈬・
12/11㈬

尾倉
市民センター

有料
400円

必要
（※1）

八幡東区役所
保健福祉課
TEL：671-6881

（※1）
実施日の1週間前
までにお申込みく
ださい

9/10㈫・10/8㈫・11/12㈫・
12/10㈫・1/14㈫

八幡大谷
市民センター

9/20㈮・10/18㈮・11/15㈮・
12/20㈮・1/17㈮

大蔵
市民センター

9/7㈯・10/5㈯・
11/2㈯・12/7㈯

祝町
市民センター

9/4㈬・10/2㈬・11/6㈬・
12/4㈬・1/8㈬

高見
市民センター

9/12㈭・10/10㈭ 槻田
市民センター

9/19㈭・10/17㈭・11/21㈭・
12/19㈭・1/16㈭

枝光
市民センター

9/5㈭・10/3㈭・11/7㈭・
12/5㈭・1/9㈭

枝光北
市民センター

9/11㈬・11/13㈬・
1/8㈬

枝光南
市民センター

9/4㈬・10/2㈬・11/6㈬・
12/4㈬

前田
市民センター

9/6㈮・11/8㈮・
12/6㈮

平野
市民センター

9/6㈮・11/1㈮・1/10㈮ 高槻
市民センター

男性のための料理教室 9/13㈮ 高槻
市民センター

北九州市八幡東区
健康づくり推進員の会 ウォーキング 10/21㈪ 東田地区

（予定） 無料 必要 八幡東区健康づくり推進員の会
TEL：090-5484-2891

八幡東区役所
健康マージャン教室 10月以降開催予定 未定

※9月下旬に各市民センター
にチラシを配布します

八幡東区役所
保健福祉課
TEL：671-3022お酒を健康に楽しむ講座 10月以降開催予定



●槻田地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

1 槻田第一自治区会
盆踊り大会 8/13㈫～8/14㈬ 松尾町公園 無料 － 槻田市民センター

TEL:653-1185

2 槻田川の一斉清掃 9/7㈯ 槻田川 無料 － 槻田市民センター
TEL:653-1185

3 槻田ふれあいまつり 11/9㈯～11/11㈪ 槻田市民センター 無料 － 槻田市民センター
TEL:653-1185

4 槻田第一自治区会
体育大会（カローリング大会） 11/17㈰ 槻田小学校体育館 無料 － 槻田市民センター

TEL:653-1185

5 槻田第五自治区会
体育大会（カローリング大会） 12/1㈰ 槻田小学校体育館 無料 － 槻田市民センター

TEL:653-1185

6 ラジオ体操
毎日
（平日のみの

場所もあり）

茶屋町公園　6:30～
松尾町公園　6:30～
清田南公園　7:30～
宮の町公園　9:00～
槻田市民センター　9:30～

無料 － 槻田市民センター
TEL:653-1185

●祝町地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

7 ８・８ピースメッセージ＆
コンサート 8/8㈭ 祝町市民センター 無料 － 祝町市民センター

TEL:651-3816

8 祝町ワイワイまつり 8/24㈯ 祝町市民センター 無料 － 祝町市民センター
TEL:651-3816

9 クリーンウォーキング 11/9㈯ 祝町校区 無料 － 祝町市民センター
TEL:651-3816

10 祝町いきいき教室 毎月第2水曜 祝町市民センター 有料の
場合㊒ － 八幡東区役所保健福祉課

TEL:671-6881

11 槻田第三区民館元気でハツラツ健康アップ教室 毎月第1火曜 槻田第三区民館 有料の
場合㊒ － 八幡東区役所保健福祉課

TEL:671-6881

●高見地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

12 高見夏祭り 8/24㈯ 高見中央公園 無料 － 高見市民センター
TEL:651-2101

13 槻田第二自治区会ソフトバレーボール大会 9/8㈰ 高見小学校体育館 無料 必要 槻田第二自治区会
TEL:651-0512

14 槻田第二自治区会まち美化清掃活動 10/6㈰ 槻田第二自治区
地域内 無料 － 槻田第二自治区会

TEL:651-0512

47 豊山公園草刈り 10月上旬 豊山公園 無料 － 尾倉第二自治区会
TEL:661-3886

48 尾倉ふれあいまつり 10/19㈯～
10/20㈰ 尾倉市民センター 無料 － 尾倉市民センター

TEL:661-0516

49 皿倉まつり 11月中旬 皿倉小学校体育館 無料 － 尾倉小学校PTA
TEL:671-1947

50 認知症出前講演 11月末 尾倉市民センター 無料 必要 尾倉第二自治区会
TEL:661-3886

51 餅つき大会 12月末 尾倉市民センター 無料 － 尾倉市民センター
TEL:661-0516

52 どんど焼き 1/13㈪ 豊山八幡神社 無料 － 尾倉第二自治区会
TEL:661-3886

53 茶論おぐら 毎月1回 尾倉市民センター 有料
(100円) － 尾倉市民センター

TEL:661-0516

●前田地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

54 ラジオ体操 8/15㈭～8/24㈯ 祇園一丁目公園
7:00～ 無料 － 前田市民センター

TEL:662-0552

55 初心者ギター教室 8月～9月 前田市民センター 無料 必要 前田市民センター
TEL:662-0552

56「ごみゼロの日」地域清掃 10/6㈰ 桃園一丁目
さくら公園 無料 － 前田第二自治区会

TEL:671-4173

57 前田・平野健康ウォークフェスタ 11/17㈰ 前田地区全般
（花尾山登山） 無料 － 前田まちづくり協議会

TEL:671-4173

58 前田三社めぐりウォーキング 1/18㈯ 地区三社めぐり 無料 － 前田まちづくり協議会
TEL:671-4173

●平野地区

番号 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前
申込み

問い合わせ先
（申し込み先）

59 そうめん流し 8/10㈯ 桃園公園広場 無料 － 平野市民センター
TEL:661-1584

60 生活安全パトロール 8/20㈫ 平野市民センター 無料 必要 前田第四自治区会
TEL:090-3733-5645

61 平野文化祭 10/5㈯～10/6㈰ 平野市民センター 無料 － 平野市民センター
TEL:661-1584

62 前田・平野健康ウォークフェスタ 11/17㈰ 桃園公園広場
新明公園 無料 － 平野市民センター

TEL:661-1584

シール
の色 実施団体 事業名 実施日 実施場所 参加費 事前

申込み 問い合わせ先

八幡歯科医師会

やはた東・ふれあいまつり
（お口の健康相談など） 10/4㈮ 北九州市立

響ホール
無料 不要

八幡東区役所保健福祉課
TEL：671-3022

フッ素イオンde歯ッピーフェスタ
（お口の健康相談など） 11/10㈰ イオンモール

八幡東
八幡歯科医師会
TEL：681-4131

八幡薬剤師会・
福岡県栄養士会
北九州支部

第3回八薬カフェイベント
「夏バテと脱水予防」 8/29㈭ 八薬カフェ

無料 必要 八幡薬剤師会
TEL：661-1166

第4回八薬カフェイベント
「認知症予防の食生活」 10/17㈭ 八薬カフェ

第5回八薬カフェイベント
「カロリーと塩分を控えたおせち料理」12/19㈭ 八薬カフェ

八幡薬剤師会 八薬カフェ 平日11時～16時 八薬カフェ 無料 不要 八幡薬剤師会
TEL：661-1166

八幡東区
ボランティア
連絡協議会

第14回
八幡東区ボランティアまつり 8/17㈯ 八幡東区社会

福祉センター 無料 不要 八幡東区社会福祉協議会
ボランティア・
市民活動センター
TEL：662-0911

健康増進講座
「認知症予防運動コグニサイズ」12/3㈫

八幡東区社会
福祉センター 無料 必要

北九州市
八幡東区
食生活改善
推進員協議会

健康料理普及講習会

9/11㈬・11/13㈬・
12/11㈬

尾倉
市民センター

有料
400円

必要
（※1）

八幡東区役所
保健福祉課
TEL：671-6881

（※1）
実施日の1週間前
までにお申込みく
ださい

9/10㈫・10/8㈫・11/12㈫・
12/10㈫・1/14㈫

八幡大谷
市民センター

9/20㈮・10/18㈮・11/15㈮・
12/20㈮・1/17㈮

大蔵
市民センター

9/7㈯・10/5㈯・
11/2㈯・12/7㈯

祝町
市民センター

9/4㈬・10/2㈬・11/6㈬・
12/4㈬・1/8㈬

高見
市民センター

9/12㈭・10/10㈭ 槻田
市民センター

9/19㈭・10/17㈭・11/21㈭・
12/19㈭・1/16㈭

枝光
市民センター

9/5㈭・10/3㈭・11/7㈭・
12/5㈭・1/9㈭

枝光北
市民センター

9/11㈬・11/13㈬・
1/8㈬

枝光南
市民センター

9/4㈬・10/2㈬・11/6㈬・
12/4㈬

前田
市民センター

9/6㈮・11/8㈮・
12/6㈮

平野
市民センター

9/6㈮・11/1㈮・1/10㈮ 高槻
市民センター

男性のための料理教室 9/13㈮ 高槻
市民センター

北九州市八幡東区
健康づくり推進員の会 ウォーキング 10/21㈪ 東田地区

（予定） 無料 必要 八幡東区健康づくり推進員の会
TEL：090-5484-2891

八幡東区役所
健康マージャン教室 10月以降開催予定 未定

※9月下旬に各市民センター
にチラシを配布します

八幡東区役所
保健福祉課
TEL：671-3022お酒を健康に楽しむ講座 10月以降開催予定




