
 

 

 

北地区コミュニティ運営協議会            ☎（５１３）０２０２ 

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 

北地域行政センター（証明書発行・異動届等窓口）   ☎（５１３）０２２６ 

 
北コミシンボルマーク 

北コミュニティセンター休館日のお知らせ 

５月１７日（火） 毎月第３火曜日 

「すまっぽん」 
コミセンの当日利用 

状況が確認できます！ 

令和４年 

5 月号 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 時 間 イベント 

５月 8 日（日） 19：00～20：50 季節イベント 月面χ 

５月 14 日（土） 19：00～20：50 市民星空観望会 冬の星と春の星 

５月 28 日（土） 20：00～21：40 市民星空観望会 春の大三角 

６月 11 日（土） 20：00～21：40 市民星空観望会 月の地形めぐり 

６月 25 日（土） 20：00～21：40 市民星空観望会 からす座を探そう 

月 日 時 間 内 容 

５月 21 日（土） 15：00～17：00 活動紹介・天体の世界 

５月 28 日（土） 15：00～17：00 望遠鏡・双眼鏡を使おう 

６月 4 日（土） 15：00～17：00 季節の星と星座 

６月 11 日（土） 15：00～17：00 太陽系の天体・まとめ 

北地区コミュニティ運営協議会は、伝統行事の一つとして“鯉のぼりの遊

泳”を北コミュニティセンターに隣接する宮添公園で行っています。 

今年は、大野城市 

市制50周年を記念 

して、例年より早い 

４月1日（金）に上 

がりました。 

５月上旬まで風を 

受けて元気に遊泳し 

ます。 

多くのみなさまの 

お越しをお待ちして 

います。 

 
【問い合わせ先】北地区コミュニティ運営協議会 ☎（513）0202 

風にたなびく 鯉のぼり！  

天文コラム Vol.65 

 

緑の生い茂る５月です。５月の晴れ間は「五月晴れ」と呼ばれることもあ

りますね。５月は、すがすがしい晴天が続きやすいそうです。この五月晴れ

と言う言葉、本来の意味は梅雨の合間に見られる晴れ間のことを言うそう

です。このように昔とは違う意味で使われている言葉たちはたくさんあり

ますね。星や星座にも昔とは違う名前になってしまったものがいくつもあ

ります。 

 さて今月のスタードームまどかでは、春の星たちと月をご案内します。

望遠鏡でゆっくりと星空を楽しんでみませんか。 

 

北コミ天文事業委託業者 TOMITA 

北地区子ども会育成会連合会（北地子連）は、令和２年度及び令和３年度

福岡県子ども会育成連合会表彰 

（団体）を受けられました。 

北地子連は、北地区コミュニテ 

ィ運営協議会（北地区青少年育成 

部会）と連携し「北地区子どもド 

ッチビー大会」をメインに地域の 

育成者や子どもたちとの交流を図 

り、長年にわたり健全な青少年育 

成のために一致協力して子ども会 

の発展に尽くされており、その活 

動が評価されました。 

 吉田康一会長は「今回の受賞は、先人や先輩諸氏の活動が、私たちにつな

がり実を結んだもの。北地子連も今年で４０年になります。今後もこの活動

を後進につなげて行きたい。」と語っていました。 

🔻 ５月～６月 天文スケジュール 

🔻 天体ボランティア養成講座（内容変更） 

北コミ通信４月号で案内しましたが、５月７日（土）と５月 

14日（土）は開催せず、講座数は４回になりました。 

６回から４回に変更になりました。 

 

スタードームまどかに行こう！ 

【問い合わせ先】北パートナーシップ活動支援センター ☎（513）0099 

【問い合わせ先】北パートナーシップ活動支援センター ☎（513）0099 

北地子連 県連合会表彰を受賞！ 

    コミュニティ活動応援ファンド事業 
   応募お待ちしています！ 

コミュニティ活動応援ファンド事業とは、「地域をもっと住みやすくするた

めの事業」「地域で抱えている問題を解決するための事業」などを行っている

団体に、事業費の一部（上限30万円）を助成する事業です。 

北パートナーシップ活動支援センターは、必要に応じて関係機関・団体と

の調整や活動に関するアドバイスなどの側面的な支援も行っています。 

 

※助成には要件があります。 

詳しくは下記までお問い 

合わせください。 

 

▷応募期間  

令和４年６月１日（水） 

～６月30日（木） 

 

 

コミュニティ活動応援ファンド事業 
実施報告会に行こう！ 

 
令和３年度助成を受けた「栄町 人とねこの幸せの会」、「ONOJOにゃっ

とわーく」、「スペースドリーム大野城」の３団体が、１年間の成果を報告し

ます。 

また、パトラン JAPAN代表の立花 

祐平さんが「地域活動」をテーマに講演 

会を行います。パトランとは、ランニン 

グしながら地域の安全を見守る活動です。 

多くの方のご来場をお待ちしています。 

 

▷開催日 令和４年６月18日（土） 

▷時間  10時～12時 

▷場所  大野城心のふるさと館 

２階 講座学習室 

▷事前申込等 不要・観覧無料 

※新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底し開催します。 

【問い合わせ先】東パートナーシップ活動支援センター ☎（504）1428 

 

 祝 

令和３年度 第２期募集 

賞状を手にした北地子連 吉田康一会長 

【問い合わせ先】北地区コミュニティ運営協議会 ☎（513）0202 

～ まちづくり相談会も実施 ～ 

何かしてみたい、こんなことしてみた

い等、パートナーシップ活動支援センタ

ースタッフにお気軽に相談ください。 

筒井・錦町まちづくり研究会の活動の様子 

スペースドリーム大野城のみなさん 

ONOJO にゃっと

わーくの活動の様子 

http://onojo-com.info/kita/


 

みなさまの身近な行政窓 

口として、ご利用頂きます 

ようよろしくお願いいたし 

ます。 

４月１日に組織の見直しが 

ありましたが、業務内容に 

変更はありません。 

 

 

 

 

 日頃運動不足を感じている方を対象にゆっくり身体を温めていただ

く体幹トレーニングサロンです。 

 運動しやすい服装でご参加ください。 

 

▷開催日  ５月 10 日（火）、24日（火） 

▷時間   18時 30分～19時 30分 

▷場所   ２階 交流室（和室） 

▷参加費  １回 300円 

▷事前申込 不要 

 

 

 

 ０歳児から未就学児までのお子様を対象とした「親子でリトミック」

サロンです。 

 お子様と一緒に楽しくリズムに合わせて、30分～40分ほど身体を

動かしてみませんか？ 

 どうぞお気軽に！ご参加お待ちしています。 

 

▷開催日・時間 

① ５月１３日（金）、２０日（金）、27日（金） 11時 10分～ 

② ５月 28日（土） 10時 10分～ 

▷場所   ２階 視聴覚室 

▷参加費  １回 100円（親子１組） 

▷事前申込 不要 

 

 

 

北パートナーシップ活動支援センターは、北コミュニティセンター

の管理運営をしています。 

大野城市の役立つさまざ 

まな情報を用意して、皆様 

のご来館を心待ちにしてい 

ます。 

令和４年度も一同笑顔で 

がんばります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［新メンバー紹介］ 

 好きなこと ひとこと 

施設部長 

橋本 洋子 

おいしいものを食べる 

ことが好き！ 

（＾０＾） 

北地区の皆様、どうぞ

よろしくお願いいたし

ます。 

事業班長 

伊藤 忠雄 

芋焼酎が好きです！ 

甘辛両刀使い！ 

北コミでダイエットに

再挑戦します！ 

施設班員 

木村 由加 

お酒（特に赤ワイン） 

と足つぼ 

北コミでも、モリモリ

バリバリ笑顔で頑張り

まーす！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月４日（金）から３月 12日（土）まで北コミュニティセンターで

開催いたしましたフードドライブに、たくさんのご協力を頂きまして、

誠にありがとうございました。 

３月 14日（月）に、大野城市中央地区にあるチャイルドケアセンタ

ーにお届けしました。福祉施設や子ども食堂などで利用されました。 

北地域行政センター紹介 

フードドライブご協力のお礼 

北コミサロンに行こう！ 

🔻 50代からの体幹トレーニングサロン 

🔻 囲碁・将棋サロン 

 囲碁・将棋がお好きな方、初心者の方もどうぞお気軽にご参加

ください。 

▷開催日  毎週月曜日 

      ５月２日、９日、16日、23 日、30日 

▷時間   13時～16時 

▷場所   ２階 談話室 

▷参加費  １回 100円 

▷事前申込 不要 

 

 

北パートナーシップ活動支援センター紹介 

▶開館時間 

 午前９時～午後９時まで（土・日曜日や祝日も開いていす。） 

▶休み 

 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～１月４日） 

▶証明書の発行 

 戸籍、住民票、印鑑登録証明書、 

課税・非課税証明書、納税証明書 

（現年度市県民税・軽自動車税（車検用））など 

▶申請等の受付 

 住民異動届、印鑑登録、国保・医療関係、 

介護保険関係、子育て支援関係、健康関係など 

 

【問い合わせ先】 

北パートナーシップ活動支援センター ☎（513）0099 

【問い合わせ先】 

北パートナーシップ活動支援センター ☎（513）0099 

４月から事前

申込は不要に

なりました！ 

【問い合わせ先】北地域行政センター ☎（513）0226 

🔻 親子でリトミックサロン 

【問い合わせ先】 

北パートナーシップ活動支援センター ☎（513）0099 

＜左から＞遠江
とおとうみ

、本田、嶋田係長（新任）、池松、神崎（新任） 

＜後列左から＞ 堤、馬渡、伊藤 

＜前列左から＞ 守、橋本、木村、猪熊 

職員一覧 

▷施設部（４名） 

橋本部長、馬渡班長、木村、堤 

▷受付窓口（８名） 

宮垣、久我、松下、田中（久） 

平山、田中（順）、鈴木、山下 

▷事業部（４名） 

伊藤班長、猪熊、守、坂本 


