
 
 

 

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 

10 月 18 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 

10 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 

10 月 ８日（土） 午後７時～8 時50 分 市民星空観望会 木星登場 

10 月10 日（祝） 午前10時～午後１時 MADOKAれくスポ祭 太陽観測 

10 月22 日（土） 午後7 時～８時50 分 市民星空観望会 秋の四辺形 

11 月 ８日（火） 午後7 時30 分～9 時40 分 季節イベント 皆既月食 

11 月12 日（土） 午後7 時～8 時50 分 市民星空観望会 みずがめ座はどこだ 

11 月26 日（土） 午後7 時～8 時50 分 市民星空観望会 木星の衛星をみよう 

月 日 時 間 会場 内容 

10 月 15 日（土） 午後7 時～8 時50 分 東コミュニティセンター 東コミ観望会 

10 月 29 日（土） 午後7 時～8 時50 分 南コミュニティセンター 南コミ観望会 

11 月 5 日（土） 午前10時～午後3 時 産業展（まどかぴあ南口） 太陽観測 

11 月 6 日（土） 午前10時～午後3 時 産業展（まどかぴあ南口） 太陽観測 

天文コラム Vol.70 

10 月8 日は後の月（十三夜）です。中秋の名月を見た人はこの月も見

ないと縁起が悪いと言われている、日本独自の行事です。秋の夜空は明る

い星が少ないので月を楽しみましょう。しかし今年の夜空はいつもより賑

やかで、木星・土星・火星が明るく輝いています。 

 スタードームまどかでは望遠鏡を使った天体観測をおこなっています。

10 月は東コミ、南コミへの出張観測会もあります。 

いろんな場所で10 月の夜空を楽しみましょう。 

 

北コミ天文事業受託業者 TOMITA 

▼10 月～11 月スケジュール 

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 

▼出張観望会 

ジャンボ鯉のぼりがやってきた！！ 

８月21 日（日）、北コミュニティセンターで御笠川フェス2022 が開催

されました。 

全長35ｍのジャンボ鯉のぼり（大分県玖珠町観光協会所有）の通り抜け

体験やポップコーンの無料配布を行い、多くの来場者があり盛会に終えるこ

とができました。 

冬野菜の種まき・体験学習 

９月7 日（水）大野北小学校、９月８日（木）御笠の森小学校の２年生

が、冬野菜（ダイコン）の種まきをしました。野菜作り名人の村上先生から

種を一人３粒ずつもらって、ひと穴に三角形の配置になるよう一粒一粒心を

込めてまきました。大きく育てと願いを込めてたくさん水をかけました。 

「スタードームまどか」は、平成４年に青少年センター（現在の北コミュ

ニティセンター）に設置された天体ドームです。開設25 年目から「スター

ドームまどか」の愛称で皆様にご利用頂き、今年で30 年になります。 

その記念イベントとして11 月８日（火）の「皆既月食 

観望会」で100 組限定に、１組１個オリジナルエコバッ 

クを先着順でプレンゼントします。多くの方のご来場をお 

待ちしています。 

・場所 北コミュニティセンター前 宮添公園 

・時間 午後５時30 分～９時40 分 

※中学生以下は保護者同伴。雨天曇天時は室内お話し会となります。 
ポップコーン配布 

同時開催の鯉のぼりの遊泳 

北地区・東地区在住の方が中心に出店するイベント「ミーツ フェスティバ

ル～人と人とが出逢う場所～」を開催します。10 ブースのフリーマーケッ

トや、ハンドメイド作家さんによる14 のマルシェ・ワークショップ、子ど

も食堂も開催され、大人から子どもまで楽しめるイベントです。 

詳しい内容は、北コミ通信11 月号に掲載します。 

■開催日 11 月20 日（日曜日） 

■時間  午前10 時～午後３時 

■場所  北コミュニティセンター 

多目的室・談話室・ロビー他 

■入場  無料 

      ミーツ フェスティバルのお知らせ 
  ～人と人とが 出逢う場所～ 

NEW イベント 

「ミーツ フェスティバル」 

フリーマーケット出店者募集 

■出店募集数  ５ブース 

■ブースサイズ ２ｍ×２ｍ 

■出店料    １ブース 1000 円 

■出店募集期間 10 月17 日（月） 

～11 月13 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】 NPO 法人共働のまち大野城 

（北コミュニティセンター内 ☎（513）0099 

通り抜け体験の様子 

会場いっぱいに横たわる鯉のぼり 

大野北小学校の２年生 御笠の森小学校の２年生 



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 

 

使ってバンク暮らしのサポート事業    
 おタスケさん（ボランティアさん） 

北コミサロンに行こう！ 

サロン名 アピールポイント 開催日 時間 場所 参加費 事前申込 

Wellness
ウ エ ル ネ ス

 Salon
サ ロ ン

 

今月は「運上げの法則」

のお話しです。 水曜日：12 日 
10 時開始 

（60 分程度） 
談話室 １回 100 円 不要 

親子でリトミック 

未就学児の親子対象。楽

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。 

金曜日：14 日、21 日、

28 日 

11 時 10 分開始 

（30 分程度） 
交流室 

（和室） 

１回（１組）

100 円 
不要 

土曜日：29 日 
10 時 10 分開始 

（30 分程度） 

50 代からの体幹 

トレーニング 

ゆっくりと体を動かして

筋力を作ります。 火曜日：11 日、25 日 
18 時 30 分 

～19 時 30 分 

交流室 

（和室） 
１回 300 円 不要 

囲碁・将棋 

囲碁・将棋を楽しみま

す。初心者大歓迎です。 毎週月曜日 13 時～16 時 談話室 １回 100 円 不要 

 

北地区地域包括ケアシステム協議会 
～高齢者等が健康で愉しく過ごせる 

まちの実現のために～ 

▼10 月 スケジュール 【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 

ぞうさんひろば 
 

前回の会議では、高齢者に向けた行事等について意見交換を行いま

した。共通した課題として「新しい参加者が増えないこと」や「男性

参加者が少ないこと」等が挙がりました。その解決の為に行事内容や

案内の方法、時間帯などを工夫していることを情報共有しました。 

すぐ解決に結びつくわけではありませんが、課題を認識し、解決の

ために検討・行動に移すことが、ゆくゆくは地域全体の活性化に繋が

ると思います。次回は高齢者の見守り・声かけ活動についての意見交

換を行う予定です。 

 １２月中旬頃をめどに、シニア世代向けの社会資源情報誌“暮らし

のもやい帳” が更新され、市のホームページなどに掲載予定です。

現在、掲載内容や新しい活動内容の確認を行っています。 

コロナ禍にあっても工夫して活動を継続されたり、新たに知った活

動も数多くあったり、参加されている方のイキイキとした姿やたくさ

んの笑顔を通して、集いの場や交流の場はどんな状況下でも求められ

ているんだと改めて感じました。 

 “新生 暮らしのもやい帳”お楽しみに～♫ 引き続き、とってお

き情報などがございましたら、ご連絡下さい♪ 

 

【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 ☎（５０１）３８３８    

子育て交流 

 

ご興味のある方!まずはお気軽にお電話ください! 

10 分から 60 分程度で解決するような活動を対象としています。 

※おタスケさん登録には 300 円必要となります。（登録証・保険代） 

【北パートナーシップ活動支援センター】 

専用 TEL：092-504-4833 

受付時間：午前９時～午後５時 

（土日祝日・毎月第３火曜日・12/28～1/4 は除く） 

 

ｵﾏ お待ちして
います♪ 

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 

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 

【問い合わせ先】北地域行政センター ☎（513）0226 【問い合わせ先】NPO 法人チャイルドケアセンター ☎（502）8822 


