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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！ 
 
親子で、友達と、おひとりでも♪ 市民の皆さんが参加できる 

「ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭」を開催します。 

 軽スポーツの体験やウォーキングなど楽しいこと、参加賞も準備し

ています。「うまい食」バザー（100円）も販売しています。 

 
 

（注）抽選券の予備は会場にはありません。 
 

●開催日 10月 14日(月・体育の日) 

【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 

●会 場 東コミュニティセンター他 

●抽選会 閉会式終了後（抽選券は午後２時までに投函ください。） 

 ※食のバザーコーナー売り切れ御免！！ 

※詳細は「れくスポ祭」抽選券付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 

●共 催 東地区アンビシャス広場 

●駐車場 大野東小学校グランドのみ 

 

東地区高齢者福祉移動バス  

「おげんき号」運行記念式典が行われました！ 
 
 ８月 31 日（土）にイオン乙金店で、高齢者福祉移動バス「おげんき

号」の運行開始式典が開催されました。 

 多くの企業様、地域住民の皆様、東地区のボランティア運転手様の

ご支援とご協力により、東地区コミュニティ運営協議会と市が協働で

運行を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おげんき号」が９月２日より運行スタートしました！！ 
 
 「おげんき号」は東地区にお住まいの高齢者の方の買い物や病院な

どへの移動手段として暮らしを支えるお手伝いができるよう運行を開

始しました。 

 「おげんき号」は、イオン乙金店を始発として約１時間かけてイオン

乙金店に戻るコース２ルートで、１日に４便運行します。 

●対象者 東地区在住の 70歳以上の自力で乗降が可能な方 

●運 賃 無料 

●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 

  １便９：30 ２便 11：00 ３便 13：30 ４便 15：00 

※バスが満車の場合、ご乗車できないことがありますので、ご了承

ください。 

※運行ルート、時刻表等のご利用案内は、各公民館と東コミュニティ

センターにご用意しております。 

 

 

 

●開催日 11月 17日（日） 

【開会式】午前９時 30分（会場 午前 10時オープン） 

【閉会式】午後３時 

●会 場 東コミュニティセンター（ふれあいホール、多目的室） 

●駐車場 大池公園（東コミュニティセンター裏の公園） 
 
 

●応募方法  ●締切日 10月 26日（土） 

◆展示部門 絵画・彫刻・写真・書道・陶芸・生花など 

◆演芸部門（カラオケは除く）演劇・演奏・舞踏・演芸・演舞など 

◆催し部門（自作食品は保健所の許可が必要です。） 

      手作りバザー・和洋カフェ・フリーマーケットなど 

※申し込みは、各区の公民館（所定の用紙）へ事前申込みが必要です。 

▲昨年の文化祭の様子▼ 

文化・芸術の秋！文化祭の季節になりました♪ 

第 1６回 東地区コミ文化祭を開催します！ 
 
今年も東コミュニティセンターにて『第 16回東地区コミ文化祭』を開催します。 

書道や手芸などの展示や、市民の方による演劇や演奏、バザー、フリーマーケット 

などの催しがあります。当番区によるバザー「うどんコーナー」も準備しています。 

当日、食券（うどん、かしわ飯セット）は 10 時 30 分より販売いたします。お早めに

お求めください。 

ご来場を心よりお待ちしております。 

防災セミナー開催のご案内  
 

 

●講 師 九州大学工学博士 三谷 泰浩 教授 
 
    「自分の命は自分で守る！防災に強い東地域のまちづくり」 

     地域の皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。 

     多数のご参加お待ちしております。 
 
●日 時 10月 17日（木）午後７時～ 

●会 場 東コミュニティセンター多目的室 

●駐車場 大池公園 

（東コミュニティセンター裏の公園） 

 

「自然災害に備える」 ～ 九州北部豪雨災害からの教訓 

●主 催 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 

 

 

 

 

 

 

井本市長より小野原会長への 
車両の引き渡しが行われる 

歴史ゆかしい乙金山をバックに 
記念撮影 

●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 

抽選会もあります！ チラシの抽選券をおわすれなく！！ 

●主 催 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 

  

  

写真は昨年の様子です⇒ 

 

 

 

 

ジョー君も 
来るよ！ 
(午前中２回) 
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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） 

秋の夜長は 

夜空を見上げてみませんか 
 
北コミュニティセンター“スタードームまどか“の協力のもと、下

記の日程で『夜の天体観望会』を開催します。秋の透き通った夜空に

輝く土星や月を天体望遠鏡でご覧ください。携帯で撮影もできますの

でぜひチャレンジしてみてください。 

なお、夜間のため、小・中学生の方は保護者の方と一緒にご参加を

お願いします。 
 
●日 時 10月９日（水）、10月 10日（木） 

両日とも午後６時 30分～８時 30分 

●場 所 大池公園（東コミュニティセンター裏の公園） 

●参加費 無料 
●駐車場 大池公園 

※東コミュニティセンターの駐車場には停めないようお願いします。 

●主 催 ☆“スタードームまどか” 

     ☆ ＮＰＯ法人共働のまち大野城 

「囲碁・将棋サロン」開催日のお知らせ 
 
毎回、囲碁をされる方が多いのですが、将棋の方も遠慮なくお越し

ください。 
囲碁・将棋の楽しさを知っている方が集う“素敵な時間”が流れて

おりますよ～♪ 
 
●開催曜日・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！！～ 

 

【10 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 休 26 

27 28 29 30 31   

 

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  

 

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』。 

回を重ねるたびに“私にもできるかな？”という初心者の方が仲間

入りされています。 

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。10月から新しいことを始めてみませんか！ 

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。 
 
●日 時 10月 11日（金）、10月 25日（金）午前 10時～正午 

●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（当日参加もＯＫ） 

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。 

 

「秋の東コミカフェ♪」開催のお知らせ 
 
忙しい日常からチョッと抜け出して東コミカフェに 

遊びに来ませんか。 

 乙金在住の女性バリスタが入れる本格的なコーヒー 

をご賞味あれ！ 
 
●開催日 10月８日（火）、10月 25日（金）、11月 12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。） 

 

 

 
 
※この 10 月は“ティーバッグでも美味しく飲める紅茶の飲み方”等も

同時開催予定です。 

 ご家族やご友人、自分自身を癒す一助としてコーヒーや紅茶の魅力を

再認識してみませんか♪ 
 

引き続き『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もう 

少しだけ募集中です。 

カフェ運営にご興味のある方はどうぞお気軽に 

ご連絡ください。 

 ●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 

 

●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 

 

 

 
 

 

 

●お知らせ 10月８日（火）は、悪魔封じ込み袋を作ります。 

         お手伝いできる方ご参加よろしくお願いします。 

●イベント開催 10月 25日（金）は、ハロウィン祭を開催します。 

 

「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 

 

   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 

 

 

 

 
身分証や登録料は必要ありません 

 

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。 

 

参加登録申請書 
氏名 

住所 

生年月日など 

 

  
 

ポ
イ
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ト
付
与 

●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 

 

●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 

 

 

http://onojo-madopura.info/

