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スタードームまどかに行こう！
▼９月～10 月スケジュール

10 月 10 日（月・祝）
、北地区 MADOKA れくスポ祭を開催します。

月 日

れくスポ祭では、まどか弓やパーフェクトショットといった軽スポーツが
体験できます。ぜひ、ご参加ください。
※競技開始時間や内容は、チラシをご覧ください。今年は新型コロナウイ
ルス感染症予防のため、規模を縮小して午前中開催とします。
【問い合わせ先】 北地区コミュニティ運営協議会 ☎（513）0202

時 間

９月 ３日（土）

19：00～20：50 市民星空観望会 いて座が見頃です

９月 10 日（土）

19：00～20：50

９月 24 日（土）

19：00～20：50 市民星空観望会 夏の宝石星

10 月 ８日（土）

キッズフリーマーケットを開催しました

イベント

季節イベント 中秋の名月

19：00～20：50 市民星空観望会 木星登場

10 月 10 日（月・祝） 10：00～13：00
10 月 22 日（土）

８月７日（日）
、
“売るのも

れくスポ祭

太陽観測

19：00～20：50 市民星空観望会 秋の四辺形

買うのも子どもだけ”の「キ
ッズフリーマーケット」が、
北コミュニティセンターで初

▼出張観望会

めて開催されました。

月 日

最初は緊張気味のかわいい

時 間

会場

内容

９月 24 日（土） 11：00～14：00 まどか広場（市役所前） 太陽観測

店長さんたちも、開始される

９月 25 日（日） 11：00～14：00 まどか広場（市役所前） 太陽観測

と、元気よくお客様に声をか

10 月 15 日（土） 19：00～20：50 東コミュニティセンター 東コミ観望会

けていました。

２人お揃いの T シャツで出店

終始、笑顔のやりとりがあ

10 月 29 日（土） 19：00～20：50 南コミュニティセンター 南コミ観望会

（決まってる♪）

り、保護者の方々も微笑まし

【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

く見守っていました。
満面の笑顔で本当に楽しそう

天文コラム Vol.69
9 月です。だんだんと日が短くなり、長い時間月を眺められることから

でした。夏休みの良い思い出

「長月」と呼ばれます。
（夜が長くなる「夜長月」の略と言う説もある）6

出店者もお客様もみなさん

になったことでしょう。

月下旬の夏至を過ぎると夜が長くなっていくため 8 月でも日の入が早い
「これ下さい」

会場は大賑わい♪

のですが、私たちが実感できるのが 9 月ごろからなのかもしれませんね。

「ありがとうございます。
」

【お知らせ】

さて、9 月 10 日は中秋の名月です。月の近くには土星・木星も輝きと

北コミュニティセンターでは、１１月にマルシェ＆フリマのイベントを開

ても贅沢な空です。秋の夜長にゆっくりと

催予定です。詳しくは、北コミ通信 10 月号に掲載します。乞うご期待。

空を眺めてみてはいかがでしょうか。

【問い合わせ先】 NPO 法人共働のまち大野城

北コミ天文事業受託業者 TOMITA

（北コミュニティセンター内） ☎（513）0099

北コミサロンに行こう！
▼９月 スケジュール
サロン名

【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
アピールポイント

開催日

時間

場所

今月は「免疫力アップと
ウ エ ル ネ ス

サ ロ ン

Wellness Salon

腸活」に働く、味噌玉作

参加費

事前申込

１回 500 円
水曜日：14 日

10 時～11 時

談話室

りのお話しです。

（味噌玉作り

当日９時まで

材料代込み）

絵を書くのが好きな人が

みんなでお絵かき

集まって、自由にお絵か

土曜日：3 日、17 日

10 時～12 時

談話室

１回 100 円

不要

きを楽しみます。
糸かけの曼荼羅（まんだ

糸トレ

ら）ストリングアートを
応用して指と頭のトレー

1 回 200 円
木曜日：8 日

14 時～15 時

談話室

未就学児の親子対象。楽

親子でリトミック

しく音楽とふれあいなが
ら、「潜在的な能力」の
発達をうながします。

50 代からの体幹

ゆっくりと体を動かして

トレーニング

筋力を作ります。

囲碁・将棋

囲碁・将棋を楽しみま
す。初心者大歓迎です。

（初回のみ教材 必要（開催日の
代金 500 円）

ニングをします。
金曜日：2 日、9 日、
16 日
土曜日：17 日
火曜日：6 日、13 日
毎週月曜日

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

11 時 10 分～40 分
10 時 10 分～40 分
18 時 30 分
～19 時 30 分
13 時～16 時
「すまっぽん」
コミセンの当日利用
状況が確認できます！

交流室
（和室）
交流室
（和室）
談話室

初めての方のみ

１回（１組）
100 円

１日前まで）

不要

１回 300 円

不要

１回 100 円

不要

北コミュニティセンター休館日のお知らせ
９月 20 日（火） 毎月第３火曜日

証明書の発行

各種申請・申し込み

皆さまの身近
な行政窓口！

証明書の受け取り
●戸籍謄本、戸籍抄本、
戸籍の附票
除籍謄本、除籍抄本、
除籍の附票
独身証明書

証明書

北地域行政センター
をご利用ください。

印鑑登録等の申請
●印鑑登録（新規に登録）
●廃止（登録済の印鑑登録の廃止）
●亡失再登録（大野城市民カードか印鑑登録証
を紛失し、再登録）
印鑑

●改印（登録している印鑑を新しい印鑑へ変更
登録）
市民カード

●住民票謄本、住民票抄本、住民票の
土・日曜日・祝日も朝９時から夜９
時まで開いています。
（毎月第３火曜日と年末年始(12月
28日～1月4日)は休み）

除票、履歴入り住民票
●住民票記載事項証明書
※即日お渡しできるものと、預かっ

●市民カード発行、暗証番号の設定、変更

引越しの手続き等

て処理するものがあります。

※お手続きの際には、運転免許証な
どの本人確認書類をお忘れなく。
※地域行政センターでは、その日の
うちに完了できない手続きもあり
ます。
☎ ０９２－５１３－０２２６

●印鑑登録証明書
●課税（非課税）証明書
※事前に所得の申告がある方に限り

●転入届（他の市町村から大野城市へ引越し）
引越し

●転出届（大野城市から他の市町村へ引越し）
●転居届（大野城市内での引越し）
●世帯変更届
＊次の場合は市役所へお願いします。
・戸籍届に伴うもの

ます。

・外国への転出、外国
からの転入、外国籍

●納税証明書

の人の転出入など

（現年度分の市県民税、軽自動車税車
検用）
国保関係の申請等
国保 ●被保険者証の再交付
医療 ●高齢受給者証、限度額証の
再交付
子育て関係の申請等

●はり・きゅう受療証交付

子育て

●放課後子ども事業ランドセルクラブ

後期高齢者医療関係の申請等

（入所・追加・辞退・退所など）

●被保険者証再交付

●児童手当（申請・額改定・消滅など）

●県内住所異動資格変更・県外からの転入資

●ひとり親家庭ＪＲ通勤定期割引

格取得

●就学援助

●高額療養費支給

●保育所ガイド、幼稚園ガイドの配布

●限度額適用・標準負担額減額認定証再交付
●はり・きゅう受療証交付

しようめい君
福祉関係の申し込み等
●総合健診

健康

●まどかスポーツクラブ
●歩こう運動記録表
●肺炎球菌予防接種実施申請

「大野城市民カード」

子ども・重度障がい者・ひとり親家庭等医療関

があれば申請書を記

係の申請

入せずに、住民票・印

●子ども医療費助成制度の申請

鑑登録証明書・課税証

●医療証再交付

明書を「しょうめい

●加入している健康保険の変更

君」で申請できます。

●インフルエンザ予防接種

介護保険関係の申請

自己負担金免除申請
※マイナンバー記載の住民票は、窓
口での申請となります。
福祉関係
●障がい者福祉のしおり「はばたき」

福祉

●要介護認定
●負担限度額認定
●高額介護サービス費支給
●被保険者証など再交付
●通知等送付先変更

の配布
●シニア大学「山城塾」申込み

介護

環境
環境関係の申請等
●古紙回収奨励金事業計画書
●古紙回収奨励金交付申請

上下水道料金の支払い
「水道料金・下水道使用料納入通知書」
を必ず持参して下さい。

