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南コミュニティセンター休館日のお知らせ
5 月 17 日（火）
【毎月第３火曜日】

☎（５９６）１０４４

大野城市コミュニティ活動応援ファンド事業
令和３年度実施報告会のお知らせ
※予定は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
[ふれあい市場]（移動販売）
13:10～13:30
つつじヶ丘区 さくら公園(旧６号公園)
月の浦区
県営住宅
13:40～14:00
1 日(水)
あおぞら公園(平野台 4 丁目 6) 14:10～14:30
平野台区
公民館前
14:40～15:00
[サロン]囲碁将棋サロン
13:00～16:00
3 日(金) [サロン]ウクレレをたのしむ会
9:30～11:30
[サロン]気軽に着物を着てみませんか？
10:00～12:00
6 日(月)
[サロン]シニアの広場
13:00～15:00
[ふれあい市場]（移動販売）
若草区
ふれあい公園(若草２丁目 27) 13:10～13:30
つつじヶ丘区 キラキラ公園(旧５号公園)
13:40～14:00
8 日(水)
南ヶ丘 1 区
大浦池公園(老人憩の家横)
14:10～14:30
南ヶ丘 2 区
日の出公園(南ヶ丘 6 丁目 10) 14:40～15:00
[サロン]囲碁将棋サロン
13:00～16:00
13 日(月) [サロン]シニアの広場
13:00～15:00
[ふれあい市場]（移動販売）
つつじヶ丘区 さくら公園(旧６号公園)
13:10～13:30
月の浦区
県営住宅
13:40～14:00
15 日(水) 若草区
ふれあい公園(若草２丁目 27) 14:10～14:30
南ヶ丘 1 区
大浦池公園(老人憩の家横)
14:40～15:00
[サロン]囲碁将棋サロン
13:00～16:00
[サロン]ちゃんるー先生の育児サロン
14:00～16:00
17 日(金) [サロン]ウクレレをたのしむ会
9:30～11:30
[サロン]気軽に着物を着てみませんか？
10:00～12:00
20 日(月)
[サロン]シニアの広場
13:00～15:00
21 日(火) 休 館 日
22 日(水) [サロン]囲碁将棋サロン
13:00～16:00
23 日(木) [サロン]げんきかい
10:00～12:00
24 日(金) [サロン]オレンジキッチン「われもこう」
13:00～16:00
27 日(月) [サロン]シニアの広場
13:00～15:00
29 日(水) [サロン]囲碁将棋サロン
13:00～16:00
※[サロン]についての問い合わせ先
092-596-0686

今回は地域で活躍している３つの団体より報告を行います。
どなたでもご参加いただけますので、地域で頑張っている団体へ皆様
の激励メッセージを送ってください！また今年は「地域活動」について
の講義も予定しています。事前申し込みは不要です。
詳しくは下記までお問い合わせください。
開 催 日 ：令和４年６月１８日（土）１０時～１２時
開催場所：大野城心のふるさと館２階（講座学習室）
※コロナ感染症予防対策を徹底し開催いたします。
※スケジュール等変更がある場合がございます。
問い合わせ先：東パートナーシップ活動支援センター

～コミュニティ活動応援ファンド事業
令和 4 年第 2 期募集のお知らせ～
コミュニティ活動応援ファンドとは…「地域をもっと住みやすくしい！」
「地域で抱えている問題を解決したい！」「地域を活性化させたい！」な
ど、地域で活動をされている団体等に、地域活動の資金を助成する事業
です。
また、必要に応じて関係機関・団体との調整や活動に関するアドバイスな
どの側面的な支援も行っています。
※応募には要件があります。
詳しくは、コミュニティセンターまでお問い合わせ
ください。
●応募期間
令和 4 年 6 月 1 日（水）～ 6 月 30 日（木）
●問い合わせ先
☎092（596）0686
南パートナーシップ活動支援センター（南コミュニティセンター内）
あ な た の

新型コロナウイルスワクチン集団接種期間中も
通常通り利用できます！
各種証明書の発行や各種手続きができます！
近くて便利な南地域行政センターをぜひご利用ください。

《問い合わせ先》南地域行政センター ☎092-596-0917

令和 4 年度就学援助申請の受付
大野城市教育委員会では、市立小中学校への通学に際し、経済的な理由
で給食費や学用品費など、学校で必要な費用の支払に困っている保護者
に一定の費用を援助しています。今まで就学援助を受けていた人も新た
に申請が必要です。６月 30 日までに申請してください。
《問い合わせ先》教育政策課 教育政策担当 ☎092-580-1902

応援します！

（東コミュニティセンター内）☎５０４－１４２８

南地域行政センター

朝 9 時から夜 9 時まで土・日・祝日も発行できます！
（第３火曜日・年末年始 12/28～1/4 を除く）
◎手続きには時間がかかるものがありますので、時間に余裕を持って来
てください。（即日処理できるものと、お預かりして処理するものがあ
ります。急ぐ場合は市役所で手続きをしてください。）
※内容により、取り扱えない証明書や手続きがありますので、事前にお
問い合わせください。
☆お越しの際は免許証や保険証等、本人確認書類を持って来てください。

頑張る皆様を

力

が 地

域

の

力

に ！

「スタードームまどか」に行ってみよう
ｉｎ北コミュニティンセンター

5 月 28 日（土） 19：00～20：50 春の大三角
6 月 11 日（土） 19：30～20：50 月の地形めぐり
6 月 25 日（土） 19：00～20：50 からす座を探そう
7月

7 日（木） 19：30～20：50 七夕

7月

9 日（土） 19：00～20：50 春と夏の代表星

日程・内容等予定は変更になることがあります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
＜問い合わせ先＞
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）
℡ 092-513-0099

ｈｔｔｐｓ：//minamikomiun.com/
こ

こちらのＱＲコードを読み取ると、スマート
フォンやタブレットからご覧いただけます。
↓ ↓ ↓

高齢者移動支援「ふれあい号」の時刻表と運行ルート、高齢者買い物支援「ふれあい市場」の開催日時、こども
の居場所「アンビシャス広場」、広報紙「南風」の情報等を掲載しております。
また、今後は主な行事である「南コミまつり」、「区対抗五目お手玉大会」、「ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭」、「まつり
南風」、「区対抗ユニカール大会」、「ふれあいパーティ」、「芸能発表大会」の開催内容や募集内容を随時掲載
していきますので、ご活用ください。
《問い合わせ先》
南地区コミュニティ運営協議会（南コミュニティセンター内）☏０９２－５９６－１０４４（平日９時～１７時）

市民公益活動促進プラットホーム

他にもいっぱい
商品があるんだジョー

～交換商品一部紹介～
プラットホームって？？
市民公益活動（ボランティア）に
参加すると活動終了後にポイントが
もらえる仕組みです

防犯パトロール

公園の清掃

ジョーグッズ
Ｔシャツ
交換ポイント（30 pt）

登下校の見守り

付与されたポイントは
いろんな商品と交換
できるんだジョー♪
商品の一部を紹介するジョー♪ 大野ジョーマスク
交換ポイント（8 pt）

マスクケース
交換ポイント（5 pt）

大野城市もえるゴミ袋(大)
バックパック
交換ポイント(216 pt）

交換ポイント(9 pt)

トートバック
交換ポイント(11 pt)

下記の QR コードよりアプリをダウンロードして

会員登録 会員登録できます。
アイフォン

リングファイル
交換ポイント(22 pt)

商品券(500 円)
交換ポイント(10 pt)

アンドロイド

大野城市
ペットボトルゴミ袋
交換ポイント(6 pt)

お気軽にお問い合わせください。
南パートナーシップ活動支援センター
（南コミュニティセンター内）

☎092-596-0686

