
 
 

 

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 

6 月 21 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 

６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 

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 

7 月 7 日（木） 19：30～20：50 季節イベント 七夕 

7 月 9 日（土） 20：00～21：40 市民星空観望会 春と夏の代表星 

7 月 23 日（土） 20：00～21：40 市民星空観望会 夏の大三角 

7 月 30 日（土） 20：00～21：40 季節イベント 夏休み特別開館 

こいのぼりの寄付を募集しています  

天文コラム Vol.6６ 

いよいよ梅雨入りの 6 月です。日も長く、雨や曇りが多いこの時期は天

体観測が難しい季節。こんな時期はのんびりと読書などに没頭しても良い

かもしれませんね。 

さて話は変わりますが、6 月 5 日はロゴの日。福岡のデザイン会社が制

定したそうです。天体の中では誕生日星座・惑星にマークがあります。大野

城市や北コミにもマーク（市章、ロゴマーク）がありますが、スタードーム

まどかにはありません！いつの日か一目でわかる素敵なロゴマークができ

るといいなぁ。 

6 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 

北コミュニティセンター 

では、こどもの日や御笠川 

フェス等の際に、宮添公園 

にたくさんのこいのぼりを 

泳がせます。 

みなさまからご自宅に眠 

っているこいのぼりの寄付 

をお待ちしています。 

寄付は随時受け付けます 

ので、ご連絡ください。 

🔻 6 月～7 月 天文スケジュール 

イベントに参加してスタンプを５個集めると、“天体缶バッジ”が 

１個もらえます。全16 種類、皆さんのチャレンジを待っています。 

スタードームまどかに行こう！ 

北地区地域包括ケアシステム協議会 
（第 2 層協議体）カードが出来ました～☆ 

 

【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 

 糸トレサロン誕生 
   ～糸かけを応用した脳トレーニング～ 

糸かけは、色を楽しむ曼荼羅
ま ん だ ら

ストリングアートです。北コミュニティセン

ターでは、糸かけの公認資格を持つ方が講師となって、指と頭のトレーニン

グ“糸トレ”サロンが６月からスタートします。 

小学生から高齢者の方まで、どうぞお気軽に 

ご参加ください。 

 

▶開催日  毎月 第２木曜日 ６月９日 

▶時間   14 時～15 時 

▶場所   ２階 談話室 

▶参加費  １回２００円 

▶教材代金 ５００円（初回のみ） 

▶事前申込 初めての方のみ必要（開催日の2 日前まで） 

NEW 

【問い合わせ先】北地区コミュニティ運営協議会 ☎（513）0202 

【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 

「どげんですか～ド」が完成しました！！このカードは、見守りや地域行

事の案内で地域の福祉活動をされている方がご自宅を訪問した際に、お相手

と会うことが出来ず困る時があるとの声があり、『北地区で統一した見守りカ

ードを作成してはどうだろうか？』 

との意見を元に、作成を始めました。 

名称や内容、サイズなど、第２層 

協議体のメンバーと一緒に検討を重 

ね、出来上がりました。 

各区によって活用方法は様々です 

が、今年度より利用開始します。 

今後、カードの振り返りも行う予 

定ですので、ご意見・ご感想などご 

ざいましたら、連絡頂けると嬉しい 

です♪ 

第2 層協議体では、昨年度は書面 

会議を含め、5 回の会議、1 回の研 

修会を行いました。認知症のミニ講 

話や情報交換等を通して、認知症の 

理解を深めることが出来たのではないかと思います。 

今年度も 2 ヶ月に 1 回の会議を予定しています。「認知症への対策」は継

続しますが、北地区内での情報共有や意見交換の場を設けます。より地域を

知り、地域の困りごとを拾い上げ、良いところは取り入れながら、安心して

地域での生活が続けられる工夫を一緒に考えていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

  協議体の姿 

 

【問い合わせ先】 

大野城市北地区地域包括支援センター  

   生活支援コーディネーター 

    兼 認知症地域支援推進員  内野奈留美  

    ０９２—５０１—３８３８    

お互い様の気持ちを繋ぐ 

(無理なく、出来ることを担う) 

今、何が出来るだろうか 

(将来のために) 

私たちの声が大事！ 

  （住民主体） 

4 月にポールを増設し、７本に増えました。 



「まどかぷらっと」は、ボランティア活動に参加した人にポイント

が付与される仕組みです。貯まったポイントは、家庭用ごみ袋や市特

産品などと交換することができます。また、市内で活動している団体

へ寄付することもできます。 

 ポイント交換は、コミュニティセンター 

でできます。詳しくは、総合ポータルサイト 

をご確認ください。登録は小学校１年生以上 

で登録料は無料です。 

 

 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  6 月 14 日（火）、28 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ください。 

▶開催日・時間 

① 金曜日 6 月 3 日、10 日、17 日、24 日 11 時 10 分～ 

② 土曜日 6 月 25 日 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 

 

 

 

 

「まどかぷらっと」に登録しよう！ 

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 6 月 6 日、13 日、20 日、27 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 

 
【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 

「使ってバンク」おタスケさん大募集！ 

使ってバンク（暮らしのサポート事業）では、日頃のちょっとした

困りごとを解決してくださる、おタスケさん（地域ボランティア）を

募集しています。 

 私にできることで何か協力したい、困っている人の役に立ちたい、

困っている時はお互いさま、そんな気持ちで支え合う、地域づくりに

参加しませんか。 

 お手伝いの内容は、掃除や電球交換など１回１０分～３０分程度の

ものです。お手伝いのお礼は、１０分１００円の「ありがとう券」で

す。「ありがとう券」は、大野城市商工会の商品券や家庭用ごみ袋な

どと交換できます。 

おタスケさんには、どなたでも登録できますので、まずはお気軽に

お問い合わせください。 

 

▶登録場所 

北パートナーシップ活動支援センター 

（北コミュニティセンター内） 

▶登録に必要なもの 

 ・本人確認できるもの（運転免許証など） 

 ・登録料３００円（保険代） 

▶登録専用電話  ☎（504）4833 

 

ありがとう券 

北地域行政センターからのお知らせ 

【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 

登録カード 

ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ QR ｺｰﾄﾞ 

 

 各コミュニティセンターに設置している「しょう 

めい君」は、メンテナンスのため一時停止します。 

 住民票、印鑑登録証明書、課税証明書が必要な 

人は、申請書にご記入の上、窓口での申請をお願 

いします。 

▶停止日  6 月 9 日（木） 18 時～21 時 

🔻 しょうめい君（簡易申請端末機）の一時停止 

🔻 スマートフォンで証明書等のオンライン申請ができ 

 
住票等の証明書をオンラインで申請し、郵送で受け取ることが 

できます。市役所へ行く必要がなくなり、大変便利です。 

▶申請対象 ：住民票、戸籍謄抄本、印鑑証明書、 

税証明書、転出届等 

▶必要なもの 

・マイナンバーカード 

・クレジットカード 

・スマートフォンまたはタブレット 

▶受取方法：郵送 

大野城市ＨＰ 

詳細はこちら↑ 

  ます 


