
 
 

 

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 

11 月 15 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 

11 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 

11 月 ８日（火） 午後５時30～９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 

12 月 ８日（木） 午後7 時～８時50 分 季節イベント 
火星接近 月とセットで 

楽しもう 

12 月10 日（土） 
午後４時～７時 

午後７時～８時50 分 

季節イベント 

市民星空観望会 

太陽系制覇 日水金編 

太陽系制覇 火木天海編 

12 月24 日（土） 午後７時～８時50 分 市民星空観望会 星の集まりをみよう 

月 日 時 間 会場 内容 

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（日） 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.71 

 

11 月8 日は皆既月食です。皆既月食とは、月が地球の影に完全に入

ってしまう現象です。影に入ると消えて見えなくなってしまいそうです

が、皆既月食では月は消えず赤黒い色に変わります。今回最大の皆既月

食になる時間は午後8 時頃です。月の出の時の赤さとはまた違う独特な

色をぜひご覧ください。スタードームま 

どかで観測会を実施しますので、ご参加 

をお待ちしております。 

 

北コミ天文事業受託業者 TOMITA 

▼11 月～12 月スケジュール 

10 月10 日（日・祝）スポーツの日に、北コミュニティセンターでMA 

DOKA れくスポ祭を開催しました。子どもから高齢者まで多くの人がニュー 

スポーツや歩こう大会にチャレンジして盛会に終えました。 

第 19 回 MADOKA れくスポ祭 

▼出張観望会 

第 40 回 おおの山城大文字まつり 
９月24 日（土）・25 日（日）大文字公園にて、第40 回おおの山城大文字

まつりが開催され北地区コミュニティとして、まどかの火の行事、パレード、

コミュニティステージに参加しました。 

御笠の森小学校・体験学習 

10 月14 日（金）、２年生と５年生が一緒に学童農園で稲刈りをしました。

４体の「かかし」に守られて、すくすくと育った黄金色に輝く稲穂を、２年生

は５年生に刈り取り方を教わりながら、一株一株一生懸命に刈り取ました。 

刈り取った 

稲はすぐに脱 

穀され、天日 

干しにしたあ 

と「しめ飾り 

作り」に利用 

されます。 

北コミステージ踊り隊 

北地区パレード隊 

大野北小４年生 踊り隊 

おみこし隊 

「 まどかの火」受火式 

 

 

９月 15 日(木)に２年生が、かかしを

立てました。「４体のかかし」は、みんな 

個性的でユーモラスな 

表情、優しいまなざし 

で稲を見守ってくれま 

した。 

▼稲刈り 

▼かかし立て 

【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 

大野城歩こう大会 ダーツ 

福祉体験 

まどか弓 ストラックアウト（ボール） 

 

◀消防・放水体験 

 

天体観測会▶ 

 

スタードームまどかに行こう！ 



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 

災害発生時に被害を最小限に抑えるため、震度６の地震が発生したと

の設定で市民総ぐるみ防災訓練を行います。 

北コミュニティセンターでは、避難所の開設訓練をしていますので、

避難所の様子など興味がある方はお立ち寄り下さい。 

 

■実施日 11 月 26 日（土）14 時開始 

（14 時５分頃に訓練用緊急地震速報を鳴らします。） 

■市民のみなさまの取り組み（例） 

▶ご自宅などで→いのちを守る行動～しゃがむ、かくれる、まつ～ 

 ▶避難するとき→ポストや玄関に「逃げタオル」をかける 

 ▶ご家族で→緊急連絡先や避難場所の話し合い 

 ▶点検確認→緊急用備品や懐中電灯など 

 ※「逃げタオル」とは、災害が起きて避難をする 

時に、避難完了を周囲に知らせる取り組みです。 

■当日の施設の案内 

 ▶北地域行政センターは通常どおり午前９時から午後９時まで開いて 

います。 

 ▶北コミュニティセンターは正午から午後５時まで使用できません。 

 

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「免疫力アップと

腸活」に働く、味噌玉作

りです。 

水曜日：９日 
午前 10 時 15 分開始

（70 分程度） 
談話室 

１回 700 円 

（味噌玉作り

材料代込み） 

11 月 7 日 

まで 

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：４日、11 日、

18 日 

午前 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：19 日 
午前 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：８日、22 日 

午後６時 30 分 

～７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 午後１時～４時 談話室 １回 100 円 不要 

▼11 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 

『大野城市民総ぐるみ防災訓練』を行います！ ミーツフェスティバル 
～人と人とが出逢う場所～ 

子どもから大人まで楽しめるイベントいっぱいのフェスティバル

です。北コミュニティセンターで午前 10 時から午後３時まで開催し

ますので、多数のご参加をお待ちしています。 

 

 

 

 ▶フリーマーケット 

 ▶マルシェ・ワークショップ 

 ▶コーヒー・パン・肉まん・カレー・飲料販売 

 ▶水性クレヨンを使ったガラスアート 

 ▶博多ラーメン“一風堂”による 

子ども食堂（要事前申込） 

■入場  無料 

   ぞうさんひろば 
 

【問い合わせ先】NPO 法人チャイルドケアセンター ☎（502）8822 

【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） 

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、 

所得・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 

子育て交流 

11 月 20 日（日）開催 

イベント内容 

■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） 

 

フリーマーケット出店者募集 

【問い合わせ先】北地域行政センター ☎（513）0226 

中止 


