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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。 
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「どんぽの森公園」清掃活動のお知らせ 
 
今年第２回目の「どんぽの森公園」清掃活動を開催します。 

写真は７月に行われた第１回目の清掃活動の様子です。 

今回も多くの方のご参加をお待ちしております。 
 
●日 時 10月６日（日）午前８時 30分～10時 

●場 所 どんぽの森公園  ※小雨決行 

●服 装 長袖、長ズボン、軍手や帽子 

●実施団体 どんぽの森を育てる会 

 

 

 

高齢者福祉移動バス「おげんき号」運行開始！！  
 

９月２日より、市、地域企業、地域住民、有償ボランティア運転手

の皆様のご支援とご協力により運賃無料の「おげんき号」が運行開始

されます。原則 70 歳以上の高齢者を対象とし、 

イオン乙金店を起点に１日４便運行します。 

日常生活に必要な買い物や通院などの手段 

としてご利用ください。 
 

●運行曜日 

◆月・水・金：北ルート（乙金、乙金東、中 地域） 

 ◆火・木・土：南ルート（釜蓋、井の口、乙金台、大池 地域） 

●運休日 日曜日、祝日、８／13～８／16、12／28～１／４ 

●イオン乙金店 発車時刻  ９：30、11：00、13：30、15：00 

※バスが満車の場合、乗車できないことがありますので、ご了承くだ

さい。 

※詳しい運行ルート、時刻表等の利用案内は後日、東コミュニティ

センターと公民館にご用意しております。 

 

 

 

「まどかぷらっと」に登録してみませんか？ 
 

■「まどかぷらっと」とは 

大野城市では、多くの市民が市民公益活動（例：区の行事手伝いや

ボランティア）を実践し、住みやすい活気のあるまちづくりに取り組

んでいます。その活動の課題となっている参加促進や活動拡充を図る

ため、市民公益活動に参加するとポイントがもらえる仕組みです。 

１回の活動につき１ポイントが付与されます。 
 

■登録資格 

公益活動に参加する意思のある小学生以上の方であればどなたで

もＯＫ！（但し、18歳未満の方は保護者の承認が必要です。） 
 

■登録 ⇒ 活動 ⇒ ポイント付与の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ポータルサイト（http://onojo-madopura.info/）からの登録もできます。 
 

■貯まったポイントでごみ袋や大野城市商工会の商品券等に交換で

きます！ 
 

登録方法など詳細については下記までお問い合わせください。 

東地区の皆さんの応援をよろしくお願いします！ 

第 3８回おおの山城大文字まつり 
 

秋の一大市民まつりが盛大に開催されます！ 

日本最古の山城「大野城」が眠る四王寺山に、まつりのシンボルと

なる「大」の文字が灯されます。 

「東地区大文字パレード隊」も趣向を凝らし午後４時に上筒井ふれ

あい公園を出発し大文字公園までパレードします。東地区の皆さんも

沿道での応援を是非お願いします。 

※パレードのコースやその他の詳細については、まつり委員会発行の

チラシをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

  

 

●日 時 ９月 21日（土）午前 10時（採火式）～午後９時 

     ９月 22日（日）午前 10時～午後８時 

●場 所 大文字公園 

●主 催 おおの山城大文字まつり委員会 

 

第 1６回東地区コミュニティ  

「ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭」開催のお知らせ！ 
 

地域にお住まいの子どもからお年寄りまで、市民の皆さんが参加で

きる「ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭」を開催します。 

親子で、友達と、お一人でも♪軽スポーツの体験やウォーキングな

どいろいろ楽しめます。豪華景品が当たる抽選会もありますので回覧

板でお配りする「れくスポ祭」チラシの抽選券をお忘れなく！！ 

「うまい食」バザー（100円）も用意しています。 

 

 

●開催日 10月 14日(月・体育の日) 

●会 場 東コミュニティセンター他 

●開会式 午前９時 15分（受付８時 45分から） 

●閉会式 午後２時 30分 

●抽選会 閉会式終了後（抽選券は午後２時までに投函） 

 ※食のバザーコーナー売り切れ御免！！ 

※詳細は「れくスポ祭」チラシをご覧ください。 

●主 催 東地区コミュニティ運営協議会  

（公財）大野城市体育協会 

●駐車場 大野東小学校グランドのみ 

 

 
●問い合わせ先 東地区コミュニティ運営協議会 

（東コミュニティセンター内） ☎（５０４）１４３０ 

●問い合わせ先 東地区コミュニティ運営協議会 

（東コミュニティセンター内） ☎（５０４）１４３０ 

●問い合わせ先 東地区コミュニティ運営協議会 

（東コミュニティセンター内） ☎（５０４）１４３０ 

 
●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 

地域の皆さんのご参加をお待ちしています！  

   

 

 

 

参加登録申請書 
氏名 

住所 

生年月日など 

登録     まどぷらパス発行  公益活動実施 
各コミュニティセンター 
窓口で登録 

ポ
イ
ン
ト
付
与   

写真は昨年の様子です 

 

●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）☎（５０４）１４２８ 

身分証や登録料は必要ありません 

http://onojo-madopura.info/
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「しょうめい君」で証明書が取れます 
 

暗証番号を登録した大野城市民カードがあれば、申請書に記入す

ることなく「しょうめい君（簡易申請端末機）」で簡単に証明書を

取得することができます。 

 

●発行できる証明 

◆住民票の写し（住民票謄本・抄本） 

◆印鑑登録証明書（印鑑証明） 

◆所得・課税証明書（現年分のみ） 

◆納税証明書（現年分のみ・市県民税分のみ） 

 

●受付時間 

 土曜日・日曜日、祝日を含む毎日 午前９時から午後９時まで 

（毎月第３火曜日（その日が祝日の場合は翌日）・年末年始を除く） 

 

 

 

「囲碁・将棋サロン」開催日のお知らせ 
 

しばらく囲碁・将棋から遠ざかっていた方も仲間と一緒に楽しみま

せんか～♪ 
 

●開催日・時間 毎週水曜日・金曜日（午後１時～４時） 

※祝日・第４金曜日はお休みです。 

●場 所 談話室（東コミュニティセンター２階） 

●参加費 100円 

～心ばかりのお茶とお菓子をご用意しています。 

一人でのご参加、大歓迎です！！～ 

 

 

 

 

 

 

「東コミカフェ♪」開催のお知らせ 
 

東コミカフェは、美味しいコーヒーを飲みながら 

楽しいひと時を過ごせる憩いの場所です。 
 

●開催日 ９月 10日（火）、９月 27日（金）、10月８日（火） 

●時 間 午後１時～４時 

●場 所 談話室（東コミュニティセンター２階） 

●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。） 

※コーヒーインストラクターが入れるハンドドリップの味を、是非 

この機会にご賞味あれ♪ 

 

引続き．．．カフェ・ボランティアさん募集中！ 
 

東コミカフェを楽しく支えてくださる方を引き続き募集中です。 

どうぞお気軽にご連絡くださいませ。 
 

先月は、この『東コミ通信』がきっかけで、新たに２名のカフェ・

ボランティアさんが加わりました（*^_^*） 
 

◎一日だけカフェのマスターをやってみようかな・・・ 

◎カフェ・ボランティアという地域貢献をやってみようかな・・・ 

◎カフェの営業時間内に特技の○○を皆さんにお教えしようかな・・・

等々 

◎もちろん「まどぷらパス」持参で１ポイント付きます。 

 

小学生かけっこ教室参加者［第１期］募集！ 
 
東コミュニティセンターでは、10月より専門の講師をお呼びして 

小学生対象の『かけっこ教室』をスタートします。 

スポーツの基本である『走り』を基礎から楽しく学びませんか？ 
 
●対象者 小学生 

●日 時 10月５日（土） 10月 12日（土） 

11月９日（土） 11月 23日（土） 

12月７日（土） 12月 14日（土） 

●時 間 いずれも午後３時～午後５時 

●場 所 ふれあいホール（東コミュニティセンター１階） 

●持ってくるもの 運動できる服装。 

タオル、飲み物、館内シューズ（上履き可） 

●参加費 2,700円（保険代 800円含む） 

※補償期間は令和２年３月 31日まで有効です。 

●募集人数 先着 30名 

●申込締切日 ９月 16 日（月） 

●申込方法 東コミュニティセンター施設窓口に用意した申込書に

ご記入のうえ参加費と合わせて窓口にお出しください。 

※申し込み後の自己都合キャンセルはできませんので

ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

●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 

●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 

 

 

【９月】 囲碁・将棋サロン開催日 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 休 28 

29 30      

 ●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 

ワイワイ ☆楽しく始まってま～す♪ 

東コミいきいきダーツ教室  
秋から新しいこと始めてみませんか 

 

７月より新しくスタートした『東コミいきいきダーツ教室』 

女性の参加者が多く、早くも「五十肩が上がるようになった」等 

嬉しい感想が寄せられています(^^)v 

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スポー

ツです。初心者の方も大歓迎！ 

当日は運動できる服装や靴で、また、お飲み物をご持参ください。 
 

●開催日時 ９月 13日（金）、９月 27日（金）午前 10時～正午 

●開催場所 研修室１（東コミュニティセンター２階） 

●参 加 費 250円 

●申込方法 事前申込制 

  下記問い合わせ先へお電話 または 

東コミュニティセンター施設窓口での申込みになります。 

 

 

 

 

●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）☎（５０４）１４２８ 

 

 

  

 

 

 
 

 令和元年10月１日からコミュニティセンターや学校開放施設の一部

の使用料が変わります。 

 照明料金・冷暖房料金などの変更もありますので、詳しくは受付窓口

にお問い合わせください。 

 

●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） ☎（５０４）１４３３ 

 

 

【コミュニティセンター】 １時間の施設使用料金（抜粋） 

施設名 旧料金（現料金） 新料金（10月～） 

ふれあいホール 320円 330円 

多目的室 270円 280円 

視聴覚室 270円 280円 

研修室 220円 230円 

 
●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 

コミュニティセンターの施設使用料が  
変わります 


