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地域行政センター（証明発行窓口）         ☎（５９６）０９１７ 
南コミュニティセンター休館日のお知らせ 

5 月 16 日（火）【毎月第３火曜日】 
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 ※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。 

2 日(金) 
[サロン]ウクレレを楽しむ会 9:00～12:00 

[サロン]体と心を整える健康サロン 11:00～12:00 

5 日(月) 
[サロン]気軽に着物を着てみませんか？ 13:00～15:00 

[サロン]シニアの広場 13:00～15:00 

6 日(火) [サロン]とっても簡単インスタグラム 10:30～11:30 

7 日(水) 

[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 

平野台区 
あおぞら公園(平野台 4丁目 6) 14:10～14:30 

公民館前 14:40～15:00 

[サロン]囲碁将棋サロン 13:00～16:00 

10 日(土) [サロン]笑顔ヨガ＆ヨーガリラックス 10:15～11:45 

12 日(月) [サロン]シニアの広場 13:00～15:00 

13 日(火) [サロン]とっても簡単インスタグラム 10:30～11:30 

14 日(水) 

[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 

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 

16 日(金) 
[サロン]ウクレレを楽しむ会 9:00～12:00 

[サロン]体と心を整える健康サロン 11:00～12:00 

17 日(土) [サロン]抹茶カフェ 一服いかが？ 10:00～12:00 

19 日(月) 
[サロン]気軽に着物を着てみませんか？ 13:00～15:00 

[サロン]シニアの広場 13:00～15:00 

20 日(火) 休 館 日  

21 日(水) 

[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 

若草区 ふれあい公園(若草２丁目 27) 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 

22 日(木) [サロン]げんきかい 10:00～12:00 

23 日(金) [サロン]オレンジキッチン「われもこう」 10:30～13:30 

26 日(月) [サロン]シニアの広場 13:00～15:00 

27 日(火) 
[サロン]とっても簡単インスタグラム 10:30～11:30 

[サロン]いこいこかふぇ 13:00～15:00 

※[サロン]についての問い合わせ先  092-596-0686 

  

南コミュニティセンターの施設利用について 
南コミュニティセンターは、下記の期間において新型コロナウイルスワクチ 

ンの集団接種会場となります。つきましては、集団接種期間中は、下記の 
とおり施設の一部が一般利用は出来ません。 
ご迷惑をお掛けしますが、ご協力よろしくお願いします。 

◎実施予定期間    5月 8日(月)～6月 30日(金) 
◎１階 多目的室・健康室  期間中は終日貸出停止 
◎１階 ふれあいホール   期間中も貸出可 
◎２階 全ての部屋      期間中も貸出可 

  

工作キットで望遠鏡を作ってみませんか。 

説明を聞きながら楽しく組み立てができます。 

完成した望遠鏡で星空を観測しませんか！ 
 

日時 ６月 25日(日)14：00～16：00  
場所 南コミュニティセンター 視聴覚室 
受付期間 5月 28日（日）～6月 23日（金）   
定 員 20名（申込先着順） 対象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 

材料費 2,700円（１セット） 
※お申し込みは、ご来館又は電話でお願いします。  

《問い合わせ先》 
南パートナーシップ活動支援センター  092-596-0686 

 

※完成イメージ 

※三脚はついていません 

ふれあい市場（移動販売） 
南地区の高齢者の方の買い物支援として、移動販売を行います。 

皆さまのご利用をお待ちしております！ 
開催日時・場所は、上記イベントカレンダーをご覧ください‼ 

※雨などの場合は中止になる場合があります。 

≪問い合わせ先≫ 

南地区コミュニティ運営協議会 ☎092-596-1044 
 

便利です！南地域行政センター 
各種証明書の発行や各種手続きができます！  

午前 9時から午後 9時まで土・日・祝日も発行できます！  
【休館日(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、預かっ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。） 

☆お越しの際は運転免許証など、本人確認書類を持って来てください。 

《問い合わせ先》 南地域行政センター ☎092-596-0917 

 

「南風」4月号記事の訂正とお詫び 
区対抗ユニカール大会記事の区対抗戦成績に誤りがあり、深くお詫び申し 
上げます。正しくは、優勝 ： 牛頸区、準優勝 ： 平野台区、３位 ： 南ヶ丘１区 
です。 

大野城市コミュニティ活動応援ファンド事業 

令和 4年度実施報告会のお知らせ 
今回は地域で活躍している 6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
のトークイベントも予定しています。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５年６月１7日（土）１０：00～１２：00 

開催場所：大野城まどかぴあ（2階小ホール） 
第 1部：令和 4年度実施報告会 
第 2部：トークイベント 
※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 

（東コミュニティ―センター内）☎092-５０４-１４２８ 

 

頑張る皆様を 

応援します！ 

～コミュニティ活動応援ファンド事業 
令和 5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たい！」 

「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 5年 5月 1日（月）～ 5月 31日（水） 

【問い合わせ先】  

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 

 

応募の手引き 

http://onojo-com.info/minami/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

囲碁・将棋サロン 
初心者の方も、学生のみなさんも 
お気軽にご参加ください♪ 
小学生・中学生・高校生の皆さん 
もぜひ遊びに来てくださいね♪ 
 
 
 

開催日：毎週 水曜日 
時 間：１３:００～１６:００ 
場 所：南コミュニティセンター 
    ２階 研修室１ 
参加費：１００円 
 

げんきかい 
地域の高齢者の方を中心とした 
人々の交流の場です。みなさんで 
楽しい時間を過ごしています。 
どなたでもお気軽にご参加くださ 
い♪ 
 
 

開催日：毎月 第４木曜日 
時 間：１０:００～１２:００ 
場 所：南コミュニティセンター 
    ２階 研修室１ 
参加費：１００円 
 
 
 
 
 

気軽に着物を着てみませんか 

着付けは出来るけど、なかなか着 
る機会がない・着付けの練習がし 
たいという方、一緒に着物を楽し 
みませんか。初心者の方でもお気 
軽にご参加ください♪ 
 
 

開催日：毎月 第１・３月曜日 
時 間：１３:００～１５:００ 
場 所：南コミュニティセンター 
    ２階 交流室１ 
参加費：２００円 
 
 シニアの広場 

退職して時間がある・自宅にいる 
時間が長くなったなど日々感じて 
いませんか？みんなで一緒に楽し 
い時間を過ごしませんか。どなた 
でもお気軽にご参加ください♪ 
 
 

開催日：毎週 月曜日 
時 間：１３:００～１５:００ 
場 所：南コミュニティセンター 
    ２階 研修室３ 
参加費：１００円 
 
 

ウクレレを楽しむ会 
みんなでウクレレを楽しみません 
か。初心者の方もお気軽にご参加 
お待ちしています。楽器をお持ち 
の方はご持参ください。 
（楽器の貸し出しはありますが数に限りがあり 

ます） 

 

開催日：毎月  第１・３金曜日 
時 間：９:００～１２:００ 
場 所：南コミュニティセンター 
    ２階 視聴覚室・研修室３ 
参加費：２００円 
 
 
 
 
 
 

抹茶カフェ 一服いかが？ 

堅苦しいことは抜きにして、もっ 
と気軽に・気楽にお茶をいただい 
てみませんか。お抹茶と一緒にお 
菓子もお楽しみください♪ 
＊限定 20服となります。 
 
 

開催日：毎月 第３土曜日 
時 間：１０:００～１２:００ 
場 所：南コミュニティセンター 
    ２階 談話室 
参加費：２００円 
 
 
 
 

オレンジキッチン われもこう 

「記憶に不安のある方、高齢で独 
り暮らしの方、介護をしている方」 
みんなで一緒に料理をして、食べ 
て、お喋りして、楽しく過ごしま 
せんか。誰かと繋がると元気が出 
ますよ♪ 
 

開催日：毎月 第４金曜日 
時 間：１０:３０～１３:３０ 
場 所：南コミュニティセンター 
    ２階 談話室・調理室 
参加費：５００円 
 
 
 
 

いこいこかふぇ 
日々の悩みや趣味の話しなど、み 
んなで楽しくおしゃべりしません 
か？ 
時間内であれば、出入り自由です。 
どなたでも気軽にご参加ください 
♪ 
 

開催日：毎月 第４火曜日 
時 間：１３:００～１５:００ 
場 所：南コミュニティセンター 
    ２階 研修室１ 
参加費：２００円 
 
 
 
 
 

とっても簡単 インスタグラム 

思い出の写真の共有や日記代わり 
に、またコミュニケーションの手 
段としても活用できるツールです 
♪気になっているけど、使ったこ 
とがないという方も、お気軽にご 
参加ください♪ 
 

開催日：毎週 火曜日 
時 間：１０:３０～１１:３０ 
場 所：南コミュニティセンター 
    ２階 談話室 
参加費：２００円 
 
 
 

笑顔ヨガ＆ヨーガリラックス 

日々の疲れなど笑顔ヨガと寝たま 
まヨガでリフレッシュしませんか 
？みんなで楽しく身体をほぐしま 
しょう♪ 
運動が苦手な方もお気軽にご参加 
ください。 
 

開催日：毎月 第２土曜日 
時 間：１０:１５～１１:４５ 
場 所：南コミュニティセンター 
    ２階 交流室１・２ 
参加費：３００円 
 
 

体と心を整える健康サロン 

健康について体と心の両面から正 
しい知識を知って、自分自身で体 
のケアをしませんか。 
体に対する疑問や体操など、みん 
なで学びましょう♪ 
 
 

開催日：毎月 第１・３金曜日 
時 間：１１:００～１２:００ 
場 所：南コミュニティセンター 
    ２階 研修室３ 
参加費：２００円 
 
 

南コミュニティセンターでは、  
様々なサロンを開催しています♪ 
申し込みは不要です♪ 
参加費は、サロンに参加した際に 
お支払いとなります。 
お気軽にご参加ください♪ 
 
〈問い合わせ先〉 

〒816-0964 

大野城市南ケ丘５-９-１ 

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 
（休館日:毎月第３火曜日・12/28～1/4） 

 
 
 

 


