
東コミュニティセンター休館日のお知らせ 

２月１８日（火）【毎月第３火曜日】 

 

 

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協議会（東地区７区連携組織）    ☎504 – 143０ 

    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。 

２０２０年（令和２年） 
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【大野城市コミュニティ活動応援ファンド事業】 

活用団体募集のお知らせ 
 
東パートナーシップ活動支援センターでは、東地域で活動している団体に

対して、活動に関するアドバイスやかかった活動費の一部を助成するなどの

支援を行っています。 

★『地域をもっと住みやすくしたい』 

★『活性化させたい』 

★『地域問題を解決したい』など地域活動を考えている方、すでに地域で 

活動されている方・・・ 

私たち東パートナーシップ活動支援センターと一緒に東地域を盛り上げて

いきましょう♪ まずはお気軽にお問い合わせください。 
 
【募集期間と審査会】 

■募集期間 第１期 令和２年２月１日（土）～２月 29日（土） 

■審査会日程 ３月中旬 

※令和２年４月１日～令和３年３月 31 日の間に活動を実施する団体が対象

です。 

応募の手引きなどは下記の URLからダウンロードできます。 
http://onojo-com.info/higashi/ 

 
●受付時間 午前９時から午後５時 ※休館日（第３火曜日）を除く 

●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 

 

募集 

「囲碁・将棋サロン」開催のお知らせ 
 囲碁・将棋サロン開催日は、水曜日と金曜日！ 

 
囲碁や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。♪初心者の方、女性の方も大歓迎ですよ！！ 

●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。～ 

【２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 ２７ 休 ２９ 

●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 

案内 

 
 

「まどかぷらっと」に登録して 

市民公益活動に参加しましょう 
 
■「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。 

 ポイントを貯めると大野城市関連の商品と交換できます。 
 
■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。 

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。 
 
●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 

参加登録申請書 
 氏名 

 住所 

 生年月日など  
 

ポ
イ
ン
ト
付
与 

案内 

「東コミカフェ♪」開催のお知らせ 
 
東コミカフェは、美味しい珈琲や紅茶を飲みながら、楽しいひとときを過

ごせる憩いの場所です。 

お友達やご家族と一緒に・・・。たまには、フラッと一人で・・・。 

食後のお散歩を兼ねてお気軽に、東コミカフェへ遊びに来てください。 
 
●開催日 ２月 28日（金）、３月 10日（火）、３月 27日（金） 

●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。） 

●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 

 

案内 

 

 

アプリ風ホームページ『すまっぽん』が 

スタートしました！ 
 
東コミュニティセンターでは、アプリ風ホームページ『すまっぽん』をス

タートしました！ 

ご使用のスマートフォンで下記のＱＲコード（２次元バーコード）を読み

取ると、各コミュニティセンターのイベント情報や施設の空き状況などを確

認することができます。「今日の午後、個人利用したいな♪」「なにかイベン

トやってないかな？」そんなときは『スマートフォンをぽん！』簡単な操作

で登録できますのでお気軽にお試しください。 
 
●問い合わせ先 ＮＰＯ法人共働のまち大野城（東コミ） 

（東コミュニティセンター内） 

☎５０４－１４２８ 

 
 

案内 

☆2020年は趣味をひとつ増やしませんか！初心者の方も大歓迎☆ 

東コミいきいきダーツ教室 
 
ダーツは、500年以上前にイギリスで生まれた伝統あるスポーツです。 

難しい技術の習得の必要はなく、日々楽しくプレーしているうちに集中力を

高め、頭の体操にもなり、自然に腕前が上達していきますよ(*^_^*) 
 
●日 時 令和２年２月 14日（金）、28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） 

お電話（☎５０４－１４２８）か東コミ窓口での申込みになります。 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

【特別企画／スペシャル・ダーツ教室開催】 

２月８日（土）９時半～12 時半迄、近隣地域で活発にダーツを楽しんで

ある方々（約20名）と一緒に、“ダーツ競技の時間”を体験してみませんか♪ 

チーム分けをしてゲームをしますので、９時 15分までにはお越しください。 

初心者の方でも丁寧に指導員が教えます！お気軽にご参加を♪ 

（参加費・申込方法は、上記と同じ） 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

※ご参加の際は、運動できる服装や靴で、また、お飲み物をご持参ください。 
 
●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 

 

 

案内 
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 3.5 

 

 

便利です！東地域行政センター 

 

東地域行政センター（東コミュニティセンター内）では、各種証

明書の発行や引越しの手続きなどの申請を受け付けています。 

市役所までが遠い方や市役所が開庁の時間に行くことができない

方は、近くて便利な東地域行政センターをご利用ください。 

 

※なお、預かり業務には処理完了に日数を要するものもありますの

で、お急ぎの場合は市役所のそれぞれの担当課で手続きをお願い

します。 
 

●時間 午前９時から午後９時まで 

    土曜日・日曜日や祝日も開いています。 
 

●休み ・コミュニティセンターが休館日の毎月第３火曜日 

（祝日の場合はその次の平日） 

・年末年始（12月 28日から 1月４日まで） 
 

◎お越しの際は、運転免許証など本人確認書類をご持参ください。 

 

●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 

東地区の高齢者の方の暮らしを支える 

「おげんき号」運行中です！！ 
 

 「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中

です。お気軽にご利用ください。 

 「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便運行しています。 
 

●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。 

 ※有償ボランティア運転手も随時募集中です。 

詳しくは下記の問い合わせ先まで。 
 
●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 

 

 

 

 

 「さくらの森ふるさとまつり」開催 

 

地域「まちづくり」事業の一環として古墳群と古代山城のもと 

子ども達と親と地域でふるさとづくり 

楽しい催しがいっぱいです。！！ 

 

●開催日時 令和２年３月 29日（日）午前 10時～午後３時予定 

●実施会場 大野城総合公園 

（第４・第５駐車場、乙金さくらの森藤棚広場） 

※第４・第５駐車場には車の駐車はできません。 
 

●シャトルバス運行 

 大城小学校 ～ イオン乙金店（予定）⇔ 大野城市総合体育館の 

周回バス運行予定（駐車場 大城小学校を予定） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◆飲食販売コーナー 第４・第５駐車場スペース 

  ～ 専門店が数多く出店予定 
 

◆雑貨・マルシェ販売コーナー 乙金さくらの森藤棚広場 

 ～ 多彩な物品を販売予定 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

●主催 東地区コミュニティ運営協議会 

●共催 公益財団法人大野城市体育協会 

おおのじょう緑のトラスト協会 

大野城市にぎわいづくり協議会 
 

◆２月末～３月初めに詳しい告知チラシを全戸配布いたします。 
 
●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 

 

 

 

 

予告 

 

≪「しょうめい君」で証明書の申請を簡単に！≫ 
 

緑色の大野城市民カードに４桁の暗証番号を登録されている方は、 

「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しょうめい君」で取得できる証明書 
 

■住民票の写し（住民票謄本・抄本） 

■印鑑登録証明書 

■所得・課税証明書（現年分のみ） 

■納税証明書（現年分のみ・市県民税のみ） 

 

※「しょうめい君」では、住民票の写しに 

 マイナンバー（個人番号）や住民票コードは載せることができま

せん。 

 お手数ですが、窓口で申請をお願いいたします。 

 

●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）☎ （５０４）１４３３ 

 
 

 

申請書への記入が不要！ 

本人確認書類の提示が不要！ 

通常窓口と比べて 

短時間で証明書が取れます 

案内 

案内 


