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大野北小学校で太陽観測会を実施

９月

いました︒

日︵
月︶
︑大野北小学校の６年生を対象に太陽観測会を行

梶校長先生指導の下︑太陽フィルターを付けた特別な望遠鏡と

太陽の影が映る太陽投影板を使い観測しました︒同時に月も観測

しそれぞれの違いなどを学びました︒

児童たちは︑普段見ることのできない太陽の様子を興味深く観測

していました︒

スタードームまどかに行こう

月 日

時 間

場所

イベント

内 容

11/13（土） 19：00〜20：50

北

11/19（金）

17:30〜20：50

北

季節イベント

皆既っぽい部分月食

11/20（土） 19：00〜20：50

北

季節イベント

丸い月と惑星を見よう

11/21（日） 10：00〜13：00

北

季節イベント

太陽観測

11/27（土） 19：00〜20：50

北

11/28（日） 14：00〜16：00

北

12/ 4（土）

北

19：00〜20：50

市民星空観望会 月を観察しよう

市民星空観望会 アンドロメダ銀河を見よう
天文科学講座 キャンドル工作
季節イベント

秋の四辺形から星を探そう

※新型コロナウイルス感染症予防のため、来館の際はマスク着用や検温等にご協力をお願
いします。各イベントの開催が変更になる場合がありますので、お出かけ前にご確認下さい。

気候変動に具体的な対策を
（
ＳＤＧｓゴール ）
で私ができること

ＳＤＧｓには︑わたしたちが将来にわたって

地球に住み続けられる︵
持続可能な︶
ことがで

のゴ

１７

きるように︑２０３０年までに達成すべき目標

︵
ＳＤＧｓ︶
として国連の国々が決めた

ールと１６９のターゲットが掲げられています︒

今回は︑﹁
気候変動に具体的な対策を﹂
について︑私ができること

コミセンの当日利用
状況が確認できます！

を取り上げます︒

「すまっぽん」

気候変動は︑人の活動による地球温暖化が原因のひとつとされて

います︒地球温暖化の進行を防ぐために

・
使い捨てをしない

・
エコラベルがついているものやリサイクル品などを選ぶ

北地域行政センター（証明書発行・異動届など窓口）
☎（５１３）０２２６
北パートナーシップ活動支援センター（施設利用窓口） ☎（５１３）００９９
北地区コミュニティ運営協議会（コミュニティ関連窓口）☎（５１３）０２０２

・
公共交通︑徒歩︑自転車で移動する

います。中学生は小学生の利用が多くなるまでは利用できます。

診断クイズ

など︑普段の生活でもできることは︑たくさんあるので︑ぜひご家

※時間が短縮されています。利用できるスポーツは制限されて

族で取り組んでみましょう︒

○エコロジカルフットプリントとは

地球環境への﹁
負荷﹂
の大きさを測る指標です︒

あなたも一度調べてみませんか︒

対象：小学生、中学生
日程：毎週月〜金曜日の平日
時間：午後３時30分〜４時30分
場所：ふれあいホール空

▼北パートナーシップ活動支援センター☎︵
５１３︶
００９９

学校から帰ったら遊びにおいで！
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★★今月もイベントは盛りだくさんです。ぜひお越しください。★★

▼環境・
最終処分場対策課環境政策担当☎︵
５８０︶
１８８６

アンビシャス広場のお知らせ

御笠の森小学校で稲刈りをやったよ

対象：就学前乳幼児と保護者
日程：毎週月〜金曜日の平日
時間：ひとり５０分で時間交代制
第１部：午前１０時〜１０時５０分
第２部：午前１１時〜１１時５０分
場所：多目的室か交流室
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日︵
木︶
︑秋晴れの中︑御笠の森小学校の５年生が稲刈り

子どもと一緒にお友達作り
相談員もいるよ

月

ぞうさん広場のお知らせ

を行いました︒

ίϛఱจࣄۀҕୗ̢̖̩̞̤̩ ऀۀ

▼北パートナーシップ活動支援センター☎︵
５１３︶
００９９
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６月に植えた稲はすくすくと育ち︑黄金色に輝く︑たわわに実っ

た稲穂を︑みんな汗だくになりながら︑刈り取りました︒

農園で脱穀を行った稲は︑天日干しにしたあと︑しめ縄作りに利

用されます︒

ఱจίϥϜ 7PM
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発行：北地域行政センター
（北コミュニティセンター）
☎ ０９２−５１３−０２２６
http://onojo-com.info/kita/
kitac@city.onojo.fukuoka.jp
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北コミュニティセンター休館日のお知らせ
１１月１６日（火） 毎月第３火曜日

プラットホーム団体の紹介
～ 人とねこの幸せの会 ～
大野城市市民公益活動促進プラットホーム事業を活用されている団

ポスター印刷やラミネート加工ができます

市 役 所まで遠 い人 や市役 所 が開いている時間に行けない人などは︑

身近な行政の窓口「北地域行政センター」

＼チャンネル登録を

配信中です︒

日〜１月４日︶は休み

行っている事業︑地域情報などの動画を

ＮＰＯ法人共働のまち大野城の情報や︑

ユーチューブ 公開中です！

▼北地域行政センター ☎︵５１３︶０２２６

ご利用できます

しょうめい君を

早くて便利な

市民カードがあれば

その他詳細は︑お気軽にお問い合わせ下さい︒

国保・医療関係︑子育て支援関係︑介護サービス関係︑健康関係

各種書類の提出

水道料金・下水道使用量の支払い

印鑑新規登録︑改印︑廃止︑亡失再登録

印鑑登録

転入・転出・転居などの引越しの届け︑世帯変更届

異動届

・現年分の市県民税納税証明書・軽自動車納税証明書

・所得課税・非課税証明書

・印鑑登録証明書

・住民票謄本・抄本︑住民票除票謄本・抄本︑住民票記載事項証明書

・戸籍謄本・抄本︑除籍謄本・抄本︑戸籍附票︑独身証明書

証明書の取得

お忘れなく！

※手続きの際には運転免許証などの本人確認書類を

※即日処理できるものと預かって処理するものがあります︒

※毎月第３火曜日及び年末年始︵ 月

平日︑土・日曜日︑祝日 午前９時〜午後９時

受付時間

便利な北地域行政センター︵北コミュニティセンター内︶をご利用下さい︒

北コミュニティセンターで︑ポスターの印刷︑普通印刷︵白黒・カラー︶︑
ラミネート加工が有料でできます︒紙折り機は無料で使用できます︒
センチ・長さは任意で

※運動しやすい服装でご参加ください。

ポスターは最大Ａ１サイズから︑横断幕は幅
す︒

事前申込：毎回必要(☎513-0099)

体 ﹁栄町 人とねこの幸せの会﹂の宇津野さんにインタビューをさせてい
ただきました︒
いつでも︑お気軽にご利用ください︒

コピー印刷機

①活動を始めたきっかけを教えてください︒
猫 の下痢 便被 害などに住民 が困っており︑解決
のために地域猫活動を始めました︒
②活動内容を教えてください︒
猫を健康にするためにえさやりと水やりを行う

事前申込：不要

ラミネーター
NPO 法人共働のまち大野城
ＰＲキャラクター シシコミ

ほか︑ＴＮＲ活動 ※
( を
)行っています︒
元の
)Return(

持ち物：飲み物、タオル

※
… Trap(
捕獲 ・
手術
( )TNR
) Neuter(
場所に戻す )

定 員：１０名

③どのくらいの頻度でいつ活動されていますか？

参加費：１回100円

60
参加費：１回３00円

毎日︑早朝に活動しています︒

場 所：交流室（２Ｆ）

④どんなところにやりがいを感じていますか？

時 間：午後６時30分〜７時30分

最初は警戒心を抱いている猫も活動を続けているうちに心を開いて

場 所：談話室（２Ｆ）

ポスター印刷機

月 日：11月9日(火)、23日(火・祝)

くれます︒猫も人間も親しくなってくると信頼関係ができてくるのだと

で、ぜひお気軽にご参加いただけます。

感じ︑うれしく思います

時 間：午後１時〜４時

便利ですよ

象に、和室でゆっくり身体を温めていただくサロンですの

⑤今後の見通しや目標などがあれば教えてください︒

期 日：毎週月曜日

使い方もサポートします

ニングサロンです。日ごろ運動不足を感じている方を対

避妊・去勢の手術を引き続き進めていきます︒また︑インターネット

おおよそ50歳以上の男女の方を対象とした体幹トレー

を活用した里親探しもさらに力を入れていきたいと思っています︒この

※毎月第２・第４火曜日開催

活動が栄町から他の地域へと広がっていくことが目標です︒

どうぞお気軽にご参加ください。

▼北パートナーシップ活動支援センター☎︵５１３︶００９９

50 代からの体幹トレーニングサロン

﹁栄 町 人 とねこの幸せの会 ﹂様ご協力 いただきあり
がとうございました︒
なお︑この活動はコミュニティ活動応援ファンド事業
の一環 でもあります︒活 動 の情報 は︑ポータルサイト
よりご確認いただけます︒

初心者の方でも、
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よろしくお願いします／

ＮＰＯ法人共働のまち大野城

皆さまもまどぷらに登録して︑地域活動に参加してみませんか？

囲碁・将棋がお好きな方、

12

▼ＮＰＯ法人共働のまち大野城☎︵５１３︶００９９

YouTube

▼北パートナーシップ活動支援センター☎︵
５１３︶
００９９

囲 碁 将 棋 サロン

ポータルサイト

