
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
東地域行政センター（証明発行・印鑑登録・異動届等窓口）☎504 - 1433 

東パートナーシップ活動支援センター（施設利用窓口）    ☎504 - 1428 

使ってバンク専用電話                                  ☎515 – 9231 

東地区コミュニティ運営委員会（東地区７区連携組織）    ☎504 – 143０ 

 

６月号 
２０１７年（平成２９年） 

    編集・発行/東コミュニティセンター（東地域行政センター） http://onojo-com.info/higashi 

東コミシンボルマークコンセプト 

朝日が顔をのぞかせ、大野城市に

光を届けるイメージ。ひは折り重な

る山や流れる風を模し、豊かな自然

を、柔らかいラインで思いやり、人に

やさしいまちを表現。 

東コミュニティセンター休館日のお知らせ 

６月 2０日（火）【毎月第３火曜日】 

.                                     

募集期間と審査会 

東地域行政センター  

※ 

使ってバンク（暮らしのサポート事業） 

ちょっとした困り事、解決しませんか？ 暮らしの中で困っている事があって、誰かの助けが欲しい人と、困っている人を助け

たい人をつなぎ、地域の中で支えあう仕組みの事業です。パートナーシップ活動支援

センター（コミュニティセンター内）が行っています。 

助けが欲しくなったらパー

トナーシップ活動支援セン

ターに相談 

助けが欲しい人とおタ 

スケさんをつなぎます。 

ボランティアとして

活躍するおタスケさ

んが伺います。 

感謝の気持ちを表す「ありがとう券」（1 枚 100 円）が必要です。 

内容によって必要な「ありがとう券」の枚数が異なります。 

●問い合わせ先 東パートナーシップ活動支援センター

（東コミュニティセンター内 担当：川口・梶谷） 

  ☎（５１５）９２３１  

電球交換 ゴミ出し 

買い物代行 庭の散水 

家具の移動 布団干しなど 

ご依頼を受けた後、担当が下見にお伺いします。 

おタスケさんにできない場合は他企業をご紹介します。 

まずはお気軽にご相談ください。 

例えばこんなコト・・ 

●実施団体 どんぽの森を育てる会 

●問い合わせ先 東地区コミュニティ運営委員会事務局 

（東コミュニティセンター内） ☎（５０４）１４３０  

「耐震化セミナー」を開催します！ 

 
住宅の耐震診断や耐震補強方法について事例を交

えながらの解説や、活用できる補助金制度につい

てわかりやすく説明します。 

 

●主 催 大野城市   ●協 力 福岡市耐震推進協議会 

 

●問い合わせ先 大野城市役所 都市計画課 

連立・まちづくり担当  ☎（５８０）１８６８ 

●開催日 ７月８日（土）  

●時 間 午前 10時～12時 （受付：午前９時 30分～） 

 ●場 所 まどかぴあ 202会議室 

 
●内 容 ◇住宅の耐震診断や耐震補強方法の解説 

     ◇耐震化の必要性 

     ◇耐震改修補助金制度の説明 

●定 員 40人程度（先着順） 

 ●申込先 大野城市役所コールセンター  ☎（５０１）２２１１ 

東地区コミュニティ事業として「高齢者の見守り」をテーマに講演会を開催します！ 

本年度の東地区コミュニティ事業として「高齢者の見守り」をテーマに専門家による講演会を開催いたします。 

高齢に伴い認知症の症状で判断力、記憶力が低下し、道に迷ったりしたことはありませんか？ ご家族内で、この様な症状にお困りのご家庭が 

増加しています。この機会に知識を深めていただき、楽しい！明るい！住みやすい！地域づくりのために「みんなでお勉強」しましょう。 

ご近所でお誘い合わせの上ご来場ください。また、参加者の方には粗品もご用意いたしております。 

●日 時 ６月 18日（日） 午前 10時～12時 

●会 場 東コミュニティセンター（多目的室） 

 ●内 容 高齢者の見守り「認知症について」 

●主 催 大野城市東地区コミュニティ運営委員会 

 

「どんぽの森公園」清掃活動を開催します！ 

 今年度第１回目の「どんぽの森公園」清掃活動を開催します。 

予定している作業は、植込みの草取りや刈り取った草木の袋詰め、収集

です。ご参加いただける方は、長袖シャツ、長ズボン着用の上、軍手、

帽子のご用意をお願いします。 

今年で開園 10 周年を迎えるどんぽの森公園を、みんなでワイワイ楽

しく清掃しましょう！カモの家族に会えるといいな♪みなさんのご参

加をお待ちしております。 

●開催日 ７月２日（日） ※小雨決行 

●時 間 午前９時～10時 30分（９時集合） 

 

●この事業は、大野城市東地区コミュニティ活動応援ファンド事業の 

助成を受けて実施しています。 

●場 所 どんぽの森公園   



 

 

 

地域行政センターでは、住民票・印鑑登録証明書・所得証明書など

の証明書発行や、引越しの手続き以外にも上下水道料金の支払いなど

ができます。 

市役所が閉庁している夜や土日・祝日も開いています。なお、お手

続きの際は、必ず本人確認できるもの、上下水道料金の支払いの際は、

納付書をご持参ください。 

 異動届・申請書の手続きには、受付できない場合や、即日処理の 

できないものがあります。 

不明な点はお気軽にお尋ねください。 

 

6月 1７・1８日、対象の方は、地域行政センターでの受付業務の一部が利用できませんのでご注意ください！ 

乙金第二土地区画整理地区の住居表示番号の変更処理のため、次の対象者は、地域行政センターで受付けている業務の一部が一時的に利用で

きませんので、ご注意ください。 

●対象者 乙金第二土地区画整理地区に住民登録をしている人、 

    本籍をおいている人（※対象者には変更通知をお送りします。） 

●利用できない日 ６月 17日（土）・18日（日） 

       （※19日からは通常どおりご利用いただけます。） 

●利用できない時間 終日 

 
●利用できない業務 ◇異動届 ◇印鑑登録 ◇各種証明書の発行 

●問い合わせ先 市民窓口サービス課  ☎（５８０）１８４２ 

                   ☎（５８０）１８４４ 

        東地域行政センター  ☎（５０４）１４３３ 

乙金第二土地区画整理地区は下記の新住所・郵便番号になります 

◇大城二丁目  〒816-0911  ◇大城三丁目  〒816-0911 

◇乙金二丁目  〒816-0902  ◇乙金三丁目  〒816-0902 

◇乙金東一丁目 〒816-0901 

編 集 後 記 

・子育て支援課子育て支援担当  ☎（５８０）１８６２ 

平日 午前 8時半～午後 5時 

週末窓口サービス開庁日（第 2・4土曜日）午前 9時半～午後 0時半 

 

児童手当現況届の提出をお忘れなく！ 

児童手当を受給している人は、毎年６月に現況届の提出が必要です。 

この届け出をしないと、６月分からの児童手当が受けられません。 

 対象者には、現況届の用紙を６月上旬に送りますので、必要事項を 

記入し、返送していただくか、下記の窓口へ提出をお願いします。 

●提出窓口・問い合わせ先 

●提出期限 ６月３０日（金）（必着） 

 

●必要書類 ◇現況届  

◇受給者の健康保険証の写し（国民年金加入者は不要） 

※ 今年の 1月 2日以降に転入した人は、1月 1日時点で住んでいた 

  市区町村長発行の平成 29年度児童手当用所得証明書が必要です。 

 ※ 取得した所得証明書中に配偶者の扶養控除がない場合には、配 

偶者の所得証明書も必要です。 

 ※ 児童と別居中の人は、ほかに必要な書類があります。 

行政センターで上下水道料金の支払いが出来ます！ 

 

●問い合わせ先 東地域行政センター（東コミュニティセンター内） 

毎日午前 9時～午後 9時（第 3火曜日は休み）☎（５０４）１４３３  

フェイスブックページ更新中！ 

 

NPO法人共働のまち大野城東コミ 

 
東コミや東地区の情報を随時更新中です。 

「いいね」や「シェア」で応援をよろしくお願いします。 

【URL】http://www.facebook.com/higashicom/ 

●開催日 ６月１３日（火）・２３日（金）・７月１１日（火） 

 ●時 間 午後１時～４時   ●場 所 ２F 談話室 

●問い合わせ先 東パートナーシップ活動支援センター 

（東コミュニティセンター内） ☎（５０４）１４２８  

●参加費 100円（イベントの日は別途 100円の材料費が必要です。） 

「東コミカフェ♪」開催日のお知らせ 

QR コード 

・東地域行政センター（東コミュニティセンター内） 

毎日午前 9時～午後 9時（第 3火曜日は休み）☎（５０４）１４３３  

東コミカフェは、美味しいコーヒーの飲みながら楽しいひとときを過

ごせる憩いの場所です。 

美味しいコーヒーだけでなくイベントが開催されることも・・。 

はじめての方も常連さんもお気軽にご参加ください。 

大野城まち歩きアプリ「ジョークエスト」 

３月 31 日からサービスが始まった「ジョークエスト」、皆さん 

もう遊ばれましたか？まだの人は是非ダウンロードしてみてください。 

インストール方法は、AppStore または Googleplay から「ジョークエ

スト」と検索し、検索結果一覧から「ジョークエスト」を選択して、イ

ンストールします。 

 

ジョークエストとは、大野城市に点在する歴史資源やお店などの地

域資源(地点)で構成するコース「ミッション」を、ゲーム感覚で回遊

してもらうスマートフォン・タブレット用無料アプリです。 

各地点に設置している QR コードを読み込むことで、地点クリア＆

ポイント獲得ができます。今なら期間限定特典もあります！ 

●問い合わせ先 ふるさとにぎわい課  ☎ (５８０)１８９５ 

FAX： (５７２)８４３２      sangyo@city.onojo.fukuoka.jp 

●ジョークエスト紹介ページ 

http://www.madokanofumoto.jp/m001/010/app.html 

きっと新たな発見があって、大野城市

がますます好きになりますよ！ 

５月５日、子どもの日は無料開放日でした。ふれあい 

ホールが子どもたちでいっぱいになり、にぎやかでした。 

次回の無料開放日は９月 10 日（日）、「まどかスポーツの日」です！ 

東コミが午前９時～午後９時まで、ふれあいホール、多目的室の個人 

使用が無料になります！是非ご利用ください。 

 


