
 
 

 

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 

７月 19 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 

７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 

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 

８月 ６日（土） 20：00～21：40 市民星空観望会 さそり座の赤い星 

８月 ７日（日） 20：00～21：40 季節イベント 夏休み特別開館 

８月 20 日（土） 20：00～21：40 季節イベント 夏休み特別開館 

８月 27 日（土） 20：00～21：40 市民星空観望会 土星登場 

北地区グランドゴルフ大会を開催  

天文コラム Vol.67 

 

7 月20 日は「人類月に立つ日」です。1969 年のこの日、アメリカの

宇宙船アポロ11号が月面着陸に成功しました。アメリカ国旗を立てたり、

大統領に電話したり石を拾ったりと様々な活動をしたようです。次の宇宙

ステーションは月につくる計画です。現在の国際宇宙ステーションは民間

人が旅行で滞在することができます。近い将来より気軽に月へ行けるよう

になるかもしれませんね。 

7 月からは夏休み特別開館も始まり、いつもより多い日数星空を観測で

きます。暑くてなかなか外に出たくない季節 

ですが、月だけでなく七夕の織姫・彦星など 

も見られますよ。 

 

北コミ天文事業受託業者 TOMITA 

５月15 日（日）、新型コロナ 

ウイルス感染症予防対策を取り 

ながら、大野北小学校で北地区 

グランドゴルフ大会が開催され 

ました。 

参加者142 名、多くの方が 

ホールインワンを達成し、とて 

も盛り上がりました。 

🔻 ７月～８月 天文スケジュール 

スタードームまどかに行こう！ 

大野北小学校 夏野菜植えを体験 

【問い合わせ先】スポーツ課 ☎（580）1914 

  北市民プールに行こう！ 
  ～暑い夏はプールで遊ぼう～ 

■ 開場期間：７月14 日（木）～８月31 日（金）  

     （７月19 日（火）、８月16 日（火）は休場） 

■ 新型コロナウイルス感染症対応 

▶１日のプール開場時間を制限し消毒作業を行います。 

 【開場時間】10 時～12 時、13 時～15 時、16 時～18 時 

 【消毒時間】12 時～13 時、15 時～16 時 

▶プールへの入場は、各時間帯先着順で110 人までに制限します。 

 ※途中入場は認めますが、終了時間になったら全員プールから退場し 

ていただきます。 

■ 料金（一人当たり） 

▶入場券（２時間以内） 

一般       260 円 

中高生     200 円 

小学生以下 130 円 

▶ウォータースライダー利用券  

100 円（３回まで利用可） 

※保護者同伴でない小学生以下の利用は、 

17 時までです。その他利用の際の注 

意事項は、広報大野城７月１日号でお知らせします。 

※新型コロナウイルス感染状況により、開場しない場合があります。 

３年ぶり開場 

【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 

 

      キッズフリーマーケット㏌北コミ 
     ～売るのも・買うのも子どもだけ～ 

出店できるのは、小学３年生～６年生まで。お買い物できるのは、小学生

以下の子どもだけです。家で使わなくなった本・おもちゃ・ぬいぐるみ等の

売り買いを通して、物を大事にする心やお金の大切さを学ぶイベントです。 

 出店を希望する小学生を募集します。当日は入場無料、多くのご来店をお

待ちしています。 

■ 開催日    ８月７日（日） 

■ 時間     10 時30 分～11 時30 分 

■ 場所     北コミュニティセンター 多目的室 

■ 出店募集数  25 ブース（先着順） 

■ 出店料    １ブース3００円 

■ 申込期間   ７月５日（火）～７月31 日（日） 

■ 申込受付時間 午前９時～午後５時 

■ 申込先    北コミュニティセンター窓口 

        （電話での申し込みはできません） 

【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 

たのしみだね♪ 

５月10 日（火）、大野北小学校 

の２年生が、ミニトマト・ピーマン・ 

きゅうり、なす等の夏野菜を植えま 

した。 

 苗の持ち方や植え方を、野菜つく 

り名人の村上さんから教わり、ひと 

苗ひと苗大切に植えました。７月の 

収穫が楽しみです。 

令和４年度大野城市コミュニティ別 
人権・同和問題研修会のお知らせ 

出店者 大募集！ 

■ テーマ 「今こそ考えよう同和問題のこと  

～水平社宣言100 周年を迎えて～」 

■ 開催日 ７月 ５日（火） 中央コミュニティセンター 多目的室 

７月 ７日（木） 北コミュニティセンター 多目的室 

７月12 日（火） 東コミュニティセンター 多目的室 

７月14 日（木） 南コミュニティセンター 研修室他 

■ 時間  19 時～20 時 

※どの会場にも参加できます。参加費は無料、申込は不要です。 

【問い合わせ先】人権男女共同参画課 ☎（580）1840 

この事業は市制50 周年記念連携事業です。 



“栄町 人とねこの幸せの会”は、野良猫を「地域猫」として、人と

ねこが住みやすい、まちづくりを目指し活動しています。 

地域の野良猫による環境被害を何とかして欲しいとの声があり、活

動を始める事になりました。活動内容は、主に野良猫を健康にするた

めのえさやりと水やりなどのお世話です。そのほか TNR 活動をして

います。 

 TNR 活動とは、トラップ（保護する）・ニューター（不妊手術する）・

リターン（元の場所に戻す）というものです。 

TNR 活動を進めることにより野良猫の増加をストップさせ、野良猫

による環境被害の拡大を防いでいます。今後も地域課題解決のため、

頑張っていきます。 

 一緒に活動していただけるボランティアを募集しています。 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、プラットホーム、ポータルサイトを 

ご確認ください。→ 

サロン名 開催日 時間 場所 参加費 事前申込 

糸トレ 木曜日；14 日 14 時～15 時 ２階 談話室 

1 回 200 円 

（初回のみ教材

代金 500 円） 

初めての方のみ

必要（開催日の

２日前まで） 

親子でトリミック 

金曜日；８日.15 日.22 日 
11 時 10 分～ 

（30 分～40 分） 
２階 視聴覚室 １回 100 円 不要 

土曜日；23 日 
10 時 10 分～ 

（30 分～40 分） 

50 代からの体幹 

トレーニング 
火曜日；12 日.26 日 

18 時 30 分 

～19 時 30 分 

２階 交流室 

（和室） 
１回 300 円 不要 

囲碁・将棋 月曜日；４日.11 日.18 日.25 日 13 時～16 時 ２階 談話室 １回 100 円 不要 

 

親子のふれあいや仲間づくりなど、子育て情報ひろばとして利用

されています。保育スタッフも見守っています。 

▶対象 ：就学前乳幼児と保護者 

▶開催日：毎週 月曜日～金曜日の平日 

▶時間  

 第１部：午前 10 時～10 時 50 分 

 第２部：午前 11 時～11 時 50 分 

▶場所：多目的室または交流室 

▶対象 ：小学生、中学生 

▶開催日：毎週 月曜日～金曜日の平日 

▶時間 ：午後３時～５時 

▶場所 ：ふれあいホール 

※時間を変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラットホーム活動団体の紹介 
～“栄町 人とねこの幸せの会”～ 

北コミサロンに行こう！ 

🔻 NEW サロン 「みんなでお絵かき」誕生 

みなさまの身近な行政窓口 
北地域行政センターをご利用ください 

 

▶申請対象 ：住民票、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書、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（マイナンバーカードが読取り可能なもの） 

▶受取方法：郵送 

【問い合わせ先】デジタル推進課 ☎（580）1981 

大野城市ＨＰ 

詳細はこちら↑ 

🔻 ７月スケジュール 

 「みんなでお絵かきサロン」が６月からスタートしました。 

このサロンは、絵を描くのが好きな人が集まって、アニメ・漫画・

落書きなど、自由にお絵かきを楽しむことを目的にしています。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  第２・第４土曜日（７月９日、23 日） 

▶時間   10 時～12 時 

▶場所   ２階 談話室 

▶参加費  １回 100 円 

▶事前申込 不要 

※持ってくるもの 

お絵かきノート・道具（鉛筆・色鉛筆・マジック） 

などは、各自で用意してください。貸し借りは禁止します。 

北地域行政センター（北コミュニティセンター内）では、各種証

明書の取得や転入・転出・転居の異動届などの手続きができます。

（即時処理できないものもあります。） 
わからないことや困ったことがありましたら、お気軽にお電話く

ださい。 
▶開館時間 

 午前９時～午後９時（土・日曜日や祝日も開いています。） 

▶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 

ぞうさんひろば 

アンビシャス広場 

子育て交流 

【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】NPO 法人チャイルドケアセンター ☎（502）8822 スマートフォンで証明書等の申請ができます 

【問い合わせ先】北地域行政センター ☎（513）0226 

【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 

みんなで楽し

くお絵かきし

ましょう！ 

新型コロナウイルスの感染状況により、イベントなどが中止・変更される場合があります。 

【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 


