
東コミュニティセンター休館日のお知らせ 

3 月１7 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。 
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☆ この春から趣味をひとつ増やしてみませんか！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(*^_^*) 
 
●開催日 令和２年３月13日（金）、27日（金） 

●時 間 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。 
 
※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 

アプリ風ホームページ『すまっぽん』の 

ご登録はおすみですか？ 
 
ＱＲコード（２次元バーコード）の読み取り機能を搭載したスマートフォ

ンから、各コミュティセンターでのイベントや施設の空き状況などを確認す

ることができます。同時に４つのコミュニティセンターの情報がご覧になれ

ます。『今日の午後はどこのコミュニティセンターで個人使用できるかな？』

そんな時は『スマートフォンをぽん！』 

簡単な操作で登録できますので登録がまだの方は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 

案内 

 

「さくらの森ふるさとまつり」開催 
歴史と自然を一緒に体験しよう 

 
●開催日時 令和２年３月 29日（日）午前 10時～午後３時 

※雨天中止（中止のときは東コミュニティセンターのホームページに

掲載、または防災放送でもお知らせいたします。 
●会 場 大野城総合公園 

     （乙金さくらの森藤棚広場とグランド横駐車場内） 
※会場に駐車場はありません。 

シャトルバスを運行いたしますのでご利用ください。 
 
●催し物 

 ★飲食販売 大野城市内の食の専門店が勢揃い！ 
 ★雑貨・マルシェ かわいい雑貨が盛り沢山♪ 自ら作って体験しよう！ 

 ★クイズラリー クイズに答えながら親子でさくらの森を散策しよう！ 
        （参加賞あり） 

 ★バンブーパラダイス 竹を使ってコップやけん玉などを作ろう！ 
 

◎詳しい内容は別紙全戸配布「チラシ」をご覧ください。 

案内 

これ、もってますか？ 

 

「まどぷらパス」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。 

付与されたポイントで様々な商品等に交換できます！（１回の活動につき

１ポイント） 
 
■参加者登録は 

①総合ポータルサイト（http://onojo-madopura.info/） 

②アプリをダウンロード 

③コミュニティセンター窓口 

いずれかの方法で登録ができます。 

登録完了したら「まどかぷらっとパスポート」（まどぷらパス）を受け取ります。 

 

 
 
■貯まったポイントで大野城市のゴミ袋や商品券、または大野城特産品等に

交換できます。 
 
ご不明な点は、お気軽に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 

 

案内 

公益活動に参加したいと思っている人など、小学生以上であれば誰でもＯＫ！ 

※18歳未満の方の登録には、保護者の承認が必要です。 

「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 

 
初心者の方、女性の方もお気軽にご参加ください♪ 

●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 

【３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 休 21 

22 23 24 25 26 休 28 

29 30 31     

●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 

 
 

「春の東コミカフェ♪」開催のお知らせ 
 

 

～春メイクで新しい自分に出会う♪ 
「エイジング・ビューティーサロン」同時開催～ 

 
春は出会いと別れの季節でもあり、自分自身も何か新しいことにチャレンジ

したくなる季節です。そこで３月の東コミカフェでは、春メイクを意識した

“エイジング・ビューティーサロン”を同時開催いたします。 
『最近、お化粧がマンネリ化している・・』そんな貴女に来てほしいメイク

レッスン♪ お友達やご家族と一緒に、是非ご参加ください。 
 
☆乙金在住の女性バリスタが入れる一杯立てのコーヒーや紅茶インストラ

クターおススメの紅茶もお楽しみいただけます(*^_^*) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●開催日 ３月10日（火）、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 

※エイジング・ビューティーサロンは３月10日（火）午後２時からを予定し
ています。ご参加の際は、別途300円が必要です。（３月27日はありません） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
●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 

 

 

※使用希望のイラスト 

～口紅やコンパクトの画像を探し中。 

東コミカフェ×春メイク 

案内 
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使ってバンク「暮らしのサポート事業」 

地域ボランティアさん募集 
 
使ってバンク「暮らしのサポート事業」は、大野城市で暮らす皆さまの様々

なお困りごとが改善・解決につながるように、地域の方同士で、支え、支え

られる仕組みです。 

地域で困っている人を助けたい！地域の課題は地域全体で取り組んでいこ

う！！そんなおタスケさん（ボランティア）を随時募集しています。 
 
●登録場所 東コミュニティセンター（各コミュニティセンターで受付けて

います。） 

●登録に必要なもの 300円（登録料として） 

●本人確認できるもの 運転免許証など 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ボランティアさんになると・・・ 

ご利用者様からは『おタスケさん』と呼ばれます。活動後、感謝の気持ち

の“ありがとう券”を受け取ります。交流会に参加でき、地域に根差した

支え合いの親睦が深まります。 
 
●問い合わせ先 東パートナーシップ活動支援センター 

使ってバンク専用電話☎（５１５）９２３１ 
 

「おげんき号」でお出かけしませんか♪♪ 

７０歳以上のお一人で乗り降りできる方ならどなたでも乗れます。 

皆さんの「おげんき号」を是非ご利用ください。 
 

 

 

 

 

 

主なバス停時刻表 

北ルート（月・水・金 運行） 

イオン乙金  9：30 11：00 13：30 15：00 

くすの里  9：44 11：14 13：44 15：14 

中公園  9：59 11：29 13：59 15：29 

悠生会包括ケア 10：08 11：38 14：08 15：38 

マックスバリュー 10：14 11：44 14：14 15：44 

ドラッグモリ 10：17 11：47 14：17 15：47 

東コミ 10：18 11：48 14：18 15：48 

イオン乙金 10：25 11：55 14：25 15：55 

 

南ルート（火・木・土 運行） 

イオン乙金  9：30 11：00 13：30 15：00 

きじがお公園  9：40 11：10 13：40 15：10 

大師原公園  9：49 11：19 13：49 15：19 

どんぽの森公園 10：00 11：30 14：00 15：30 

東コミ 10：07 11：37 14：07 15：37 

マックスバリュー 10：16 11：46 14：16 15：46 

乙金公民館 10：22 11：52 14：22 15：52 

イオン乙金 10：27 11：57 14：27 15：57 
 
※おげんき号が満車の場合、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、時刻表は各公民館と東コミュニティセンターに準備。 

※悪天候により運休することがあります。下記までご確認ください。 
 
●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 

 

料金無料 予約不要 

使ってバンク「暮らしのサポート事業」 

おタスケさん交流会を開催しました 
 
１月25日（土）に、使ってバンク「暮らしのサポート事業」のおタスケさん

交流会を開催いたしました。 

 

 

 

 

 

 
 
日頃のおタスケさんの労をねぎらい、今回のお楽しみ企画は、『何が咲く

かはお楽しみ！種だんご作り』を開催しました。春になったら可愛いお花が

おタスケさんちの庭に咲くことを祈って(^^) 

その後は、本年度の使ってバンク事業の活動実績報告や活動事例の紹介。

そして、お弁当を食べながら親睦を深め、楽しいひとときを過ごしました。 

ご参加いただいたおタスケさんの皆様、ありがとうございました！ 

  

  「しょうめい君」で証明書の申請を簡単に！ 
 
４桁の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。 

 

≪「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） 

 注：履歴（旧姓など）、マイナンバー、住民票コードが 

入った住民票は「しょうめい君」では取得できません。 

お手数ですが窓口で申請をお願いします。 

■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） 

 

≪「窓口」で取得できる証明書≫ 
 
◆住民票の写し（住民票謄本・抄本・電子申請による住民票） 

◆印鑑登録証明書 

 注：印鑑登録証または市民カードが必要です。 

◆戸籍謄本（全部事項証明書）、戸籍抄本（個人事項証明書）、戸籍の附票 

 注：本籍地が大野城市にあり、除籍になっていない人が戸籍内に一人以上

残っているものに限ります。 

 申請者（請求者）と戸籍に記載されている人との続柄が確認できない場合

は、交付できない場合があります。 

◆所得課税証明書、所得非課税証明書 

 注：所得の未申告の人で所得課税証明書、所得非課税証明書をご希望され

る場合は、市役所での手続きになります。 

◆納税証明書（現年分の市県民税・軽自動車税（車検用）） 

 

 
 

 

 

 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いている時簡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。 
 
●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） 
 
◎手続きに来られる場合は、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 
 

第８回 新春芸能大会が開催されました 
 
 ２月２日（日）に（主催）東地区運営協議会シニア部実行委員会による

恒例「新春芸能大会」が東コミュニティセンターで開催されました。 

東地区７区のシニアクラブ出演者の方は日頃の練習成果を発表され、観客

の方より盛大な応援を頂き、会場がひとつになり楽しい一日になりました。 

 

   

   

案内 募集 

報告 

報告 案内 

 特にタンスの移動等 

力自慢のおタスケさん求む！ 

 


