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コミュニティセンター休館日のお知らせ 

12 月１5 日（火）【毎月第 3 火曜日】

QRコード「すまっぽん」

「中央なかよし教室」を開催します
放課後、保護者の仕事などにより、児童だけで留守番をしている家庭の

児童をお預かりします。子ども同士、皆で仲良く宿題・会話・色々な遊び

を通じて、子ども同士の繋がりを深める教室です。 

●対象者 中央地区の小学生  

      （午後 6時50分までに保護者が迎えに来られる方） 

●日 時 毎週の火・木曜日 午後 5時～午後７時の間    

      （祭日、毎月の第３火曜日、連休間等を除く） 

●場 所 中央コミュニティセンター ２階 談話室等 

●参加料  無 料 

●申込み方法 詳しくは、中央コミュニティセンターのホ－ムページ 

       又はお電話でお問い合わせください。 

●問い合わせ先 中央地区コミュニティ運営協議会  

（中央コミュニティセンター内） ☎092（573）3150

●問い合わせ先 中央地区コミュニティ運営協議会 

（中央コミュニティセンター内） ☎092（573）3150

下大利区公民館の紹介

下大利区は、太宰府市及び国の特別史跡水城跡北側に隣接し、JR.水城駅

及び西鉄下大利駅の２駅を擁しており人口5,632人（2,669世帯）で年々

人口も増加傾向にあります。古くから住んでいる人と新しく来た人が、「仲

良く、明るく、楽しく」生活し、思い出に残る“ふるさと”創生のため、 

「夏まつり」「ほんげんぎょう」等の地域行事の他、下大利駅西口まちづく

り協議会主催による「七夕まつり」「ハロウィン」開催、「西鉄下大利駅前

広場イルミネーション」等で多くの人に 

楽しんで頂いております。 

西鉄高架事業が完了すると下大利区も 

大きく様変わりし、更なるまちの活性化 

が期待されています。 

アンビシャス広場再開のお知らせ

コロナ感染症拡散防止のため中止していた、アンビシャス広場を 

次により再開します。 

●開始日 令和２年12月１日（火）から 

      （年末年始はお休みになります） 

●時間帯 午後３時30分～午後４時30分の間 

●場 所 中央コミュニティセンター ふれあいホール 

●対象者 小学生 

（中学生は、小学生の利用が多くなるまでの間、利用できます。 

見守り員の指示に従ってください。） 

●利用に際しての注意事項 

  ・熱がある、具合が悪い人は入れません。 

  ・マスクを忘れないようにしましょう。 

  ・混んできたら入場制限をします。 

 ※コロナ感染症の状況によっては、 

中止等があります。

●問い合わせ先 中央地区コミュニティ運営協議会 

（中央コミュニティセンター内） ☎092（573）3150

●問い合わせ先 中央地区コミュニティ運営協議会 

（中央コミュニティセンター内） ☎092（573）3150

年末年始期間中の公民館等お休みと 

「どんど焼き」「ほんげんぎょう」のお知らせ 

施設等名 電 話 休館期間 

下大利団地公民館 (573)8440 
12月 28日(月) 

～1月 4日(月)
中央コミュニティセンター (573)3127 

中央地域行政センター (573)3151 

上大利公民館・集会所 (596)4686 

12月 26日(土) 

～１月6日(水)

下大利公民館 (571)6367 

東大利公民館 (591)8943 

白木原公民館・集会場 (571)4403 

瓦田公民館・瑞穂集会場 (571)4453 

中央地区コミュニティ運営協議会事務局 (573)3150 

備考：政府要望の年末年始休暇期間に対応してお休み期間が 

変更になる場合があります。

どんど焼き・ほんげんぎょう 

上大利区 上大利老松神社境内 1月 9日(土) 正午～ 

下大利区 下大利3丁目水城跡東側広場 1月 9日(土) 午後５時～

瓦田区 公民館横忠魂塔広場 1月 10日(日)午前 9時 30分～ 

※白木原区は今年度より、どんど焼きは無くなりました。 

●申し込みと問い合わせ先 ＮＰＯ法人共働のまち大野城 

（中央コミュニティセンター内） ☎092（573）3127

（注１）QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

（昨年度の広場のようす）

●下大利公民館 ☎092（571）6367 

瓦田区・白木原区こども見守り隊 

合同講習会を実施しました 

去る10月17日(土)に大野小学校体育館において、瓦田・白木原両学校区

の子ども見守り隊の合同研修会を開催しました。 

春日警察署交通課協力のもと、両校区の 

見守り隊員、学校関係者等70名程参加し、 

横断歩道等における交通安全講習をして頂 

きました。 

また、当日は井本宗司大野城市長もお見え 

いただきました。地域の宝物でもある子ども 

たちを地域皆で見守り、育てるため、通学路 

等の安全安心を今後とも推進していく決意を 

新たにするとともに、有意義な講習会を行う 

ことができました。

第 2期小学生かけっこ教室の参加者を募集！ 

運動神経に関係なく、誰もが速く走れるようになる 

大人気のプログラムです！

●開催日  2/6（土）・2/13（土）・2/27（土） 

3/6（土）・3/13（土） 

●時 間  午後３時～５時 

●場 所  中央コミ１階 ふれあいホール 

●対象者  小学生 

●定 員  20人（先着順） 

●参加費  3,000円（保険料込）５回分 

●申込期間 12月 20日（日）～1月20日（水） 

※ご不明な点は、お問い合わせください。 

開催時間が 

変更になり 

ました 



便利です！地域行政センターをご利用ください 

平日、土・日曜日・祝日も朝９時から夜９時まで開いています。休館日 

（毎月第３火曜日、12月 28日～1月 4日）は休みです。 

手続きの際には、免許証などの本人確認書類をお忘れなくご持参ください。 

◆証明書の取得 

・戸籍謄本/抄本・戸籍の附票・住民票謄本/抄本・印鑑登録証明書 

・所得課税(非課税)証明書・納税証明書(現年分の市県民税・軽自動車税)

◆引越しの手続き  

・転入届・転出届・転居届・世帯変更届 ※戸籍届に伴うもの、外国への

転出入、外国籍の人の転出入など手続きできないものもあります。 

◆印鑑登録申請  

・新規登録・廃止・亡失再登録・改印 

◆各種書類の提出  

 ・子育て関係・介護保険関係・国保、医療関係・福祉、健康関係 など 

センター利用に際してのお願い ～コロナ感染予防対策～

施設をご利用の際は、感染予防対策の徹底をお願いしています。 

◆事前の検温、入館時にはマスク着用、手指消毒 

◆身体的距離の確保や定期的な換気  

◆施設使用後の消毒 

・利用形態等により引き続き利用可能人数を制限しています。大きな声を

出す活動や食事を伴う活動は、各室収容人数の半数までとしています。

・交流会や親睦会など会食形式のご利用はできません。 

・館内の食事は利用施設内のみ可能です。水分補給を除き 

飲食禁止施設、ロビー、学習コーナー等では 

飲食できません。          

ご理解とご協力をお願いします。 

（詳しくは、お問い合わせください）     

●問い合わせ先  

中央パートナーシップ活動支援センター ☎092（573）3127

中央コミサロン事業のご紹介

★ＮＥＷサロン募集～秋から新しいコト始めてみませんか！ 

中央パートナーシップ活動支援センターでは、住み慣れた場所で「地域で

の支え合い活動や、気軽に交流できる場所づくりを提供する。」というコン

セプトのもと、サロン事業を行っています。 

・特技や趣味などの得意分野を活かして、地域づくりをしたい方 

・地域のみんなが気軽に楽しめる場所をつくりたい方 

・地域の方とつながりを大切にしたい方 

サロンボランティア活動で、大野城市をもっと楽しいまちにしませんか♪ 

まずは、お気軽にお問い合わせください。

★いきいきダーツ教室～好評開催中♪ 

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、誰でもで

きるスポーツです。９月から始まったばかりのサロン。初心者でも大歓迎！ 

みんなで“はじめの一歩”からゆっくりスタートしませんか～♪ 

●日 時：１２月８日（火）・２２日（火） 

午前10 時～12 時まで 

●場 所：中央コミュニティセンター ２階  

研修室１・２（定員20名） 

●参加費：250 円（当日お支払） 

※事前に、電話にて申込みください。 

（当日参加もＯＫ！） 

当日は動きやすい服装・飲み物をご持参下さい。

★囲碁・将棋サロン開催！参加者募集 

●日 時：毎月第２木曜日 午後 1時～4時まで 

●場 所：中央コミュニティセンター 2階  

交流室1・2（定員13名） 

●参加費：100円（当日お支払） 

※事前申し込みは不要です。 

どなたさまでもお気軽に！ 

「ＮＰＯ法人共働のまち大野城」のホームページを開設  

ＮＰＯ法人共働のまち大野城では、よりたくさんの情報をお伝えするため

のツールとして、ホームページを開設しました。買い物支援事業など私たち

が行っているコト、広げたいコト、情報発信していきますので、ぜひ閲覧し

てください。 

アドレスはこちら、ＵRL：https://kyodonomachi-onojo.com

●問い合わせ先 中央地域行政センター

（中央コミュニティセンター内）☎092（573）3151

●問い合わせ先 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）3127

●問い合わせ先 ＮＰＯ法人共働のまち大野城 

（中央コミュニティセンター内） ☎ 092（573）3127

コミュニティ活動応援ファンド事業 第１期募集のお知らせ

「地域をもっと住みやすくしたい！」 

「地域で抱えている問題を解決したい！」 

「活性化させたい！」など、 

すでに地域で活動をされている団体等に、地域活動の資金を助成します。

また必要に応じて関係機関・団体との調整や活動に関するアドバイスなどの

側面的な支援も行っています。 

「応募の手引き」をコミュニティセンターに置いています。 

助成には要件があります。 

詳しくは、コミュニティセンターまで 

お問い合わせください。 

●応募期間 

令和３年2月1日（月）～2月28日（日） 

●問い合わせ先 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）3127

「しょうめい君」 が早くて便利です！ 
大野城市民カードに暗証番号を登録されている方は、申請書を記入せずに

タッチ操作するだけで、住民票などの交付申請が簡単にできます。本人確認

書類の提示は不要です。通常窓口と比べて短時間で証明書が取れます。 

市役所とコミュニティセンター内に設置しています。 

●しょうめい君で取得できる証明書 

◆住民票（謄本／抄本） 

※マイナンバー記載の住民票は窓口で対応。 

◆印鑑登録証明書 

◆所得課税証明書（現年分） 

◆納税証明書（現年分の市県民税のみ）

ＮＰＯ法人共働のまち大野城 

ＰＲキャラクター 

街角トピックス 

ド根性“やまいも”頑張っています！

中央コミュニティセンターの空調室外機の 

下で「やまいも」が育っています。 

室外機下部のタイル張り隙間から、か細い 

つるが延び、直径 0.8cm～1.5cm程度の 

立派な「むかご」を12粒程実らせています。 

イモ掘りは無理ですが温かく見守ります。 

11月号掲載記事に誤りがありましたので、訂正いたします。 

ロコモ予防体操教室第３期  

●時間：(正)午後１時半～３時半  (誤)午後３時～５時 

●場所：(正)多目的室  (誤)ふれあいホール 


