
 

 

 

 

 

パートナーシップ活動支援センター（施設利用窓口） ☎（５９６）０６８６ 

地域行政センター（証明発行窓口） ☎（５９６）０９１７ 

コミュニティ運営委員会（コミュニティ関連窓口） ☎（５９６）１０４４ 

 
 

 

  

 ☆ふれあい号 
 

12 月 28 日～1 月 4 日まで、

運休となります。 

 

 

 

 

☆古紙回収倉庫 
 

12 月 28 日～1 月 4 日まで、

利用できません。    

  

 

☆地域行政センター 

12 月 28 日～1 月 4 日まで、 

証明書発行等のすべての業務

が休業となります。 

  

 
 

 

☆南コミュニティセンター 
 

12 月 28 日～1 月 4 日まで、 

 休館となります。 

  

 
 

 

大野城市では親子同士の触れ合いや、保護者同士の交流の場として、

ぞうさんひろばを開設しています。保育スタッフも見守っており、

子育ての相談も出来ます。 

 

１１時２０分頃から(３０分位) 

担当講師： 鬼丸 悦子先生 

（日本こども教育センター認定リトミック講師） 

とき 

小学生かけっこ教室・ロコモ予防体操教室の、１月～３月分 

の申し込みは、12/1～12/27 までで定員になり次第終了します。 

次回、4 月～6 月分のお申し込み開始日は、3 月１日です！ 

<<問い合わせ先>> 

ＮＰＯ法人共働のまち大野城南コミ(コミュニティセンター内） 

：092-596-0686 
 

年末年始・休日のご案内 

☆１月のリトミックは１月２７日です。 

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

野菜・味噌・醤油・卵、他を用意しておりますので、皆さまの 

ご利用をお待ちしております！ 

 

<<問い合わせ先>> 

南地区コミュニティ運営委員会(コミュニティセンター内） 

事務局長 永野 元生   ：092-596-1044 

 

 

 

※雨などの場合は中止になる場合があります。 

 

対 象 就学前の乳幼児とその保護者         

料 金 無料 ※申し込みも不要です。 

日 時 月曜日から金曜日 午前１０時～１２時まで 

     (祝日・コミュニティセンター休館日を除く)    

会 場 南コミュニティセンター 健康室 

問い合わせ先 南地域行政センター ☎：092-596-0917 

 

12 月号 

 

1 日(水) [サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか 13:00～15:00 

8 日(水) [サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか 13:00～15:00 

１1 日(土) [運動教室]小学生かけっこ教室 14:30～16:30 

１４日(火) [運動教室]ロコモ予防体操教室 13:30～15:30 

15 日(水) 

[ふれあい市場]（移動販売） 

月の浦区 

県営住宅 13:15～13:35 

噴水の広場 

(月の浦 1 丁目 19) 
13:45～14:05 

平野台区 

あおぞら公園 

(平野台 4 丁目 6) 
14:15～14:35 

公民館前 14:45～15:05 

[サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか 13:00～15:00 

16 日(木) [サロン]みなリンカフェ 13:00～15:00 

22 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 27) 13:15～13:35 

牛頸区 中央公園(宮野台) 13:50～14:10 

南ヶ丘 2 区 

桜並木通り中央付近 

(平田川沿い 7 丁目 4-18) 
14:20～14:40 

日の出公園 14:50～15:10 

[サロン]詩吟にふれよう！ 10:00～12:00 

[サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか 13:00～15:00 

23 日(木) 

[ゲームサロン] 

大野城高齢者支援プロジェクト 

“げんきかい”によるゲームサロン！ 

※このサロンは、南コミによるファンド事業を 

 利用して行っています。 

10:00～12:00 

２５日(土) [運動教室]小学生かけっこ教室 14:30～16:30 

２８日(火) 

[ふれあい市場]（移動販売） 

つつじヶ丘区 

３号公園 

(つつじヶ丘２丁目 5) 
13:15～13:35 

６号公園 

(つつじヶ丘２丁目 15) 
13:40～14:00 

南ヶ丘１区 
旭ヶ丘公園 14:15～14:35 

青山公園 14:45～15：05 

[運動教室]ロコモ予防体操教室 13:30～15:30 

 

第１８9 号 

２０１６年 

 

 

南コミュニティセンター休館日のお知らせ 
12 月２０日(火)・１月 17 日(火)【毎月第３火曜日】 

12 月 28 日（水）～1 月 4 日（水） 

１０日(火) [運動教室]ロコモ予防体操教室 13:30～15:30 

11 日(水) [サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか 13:00～15:00 

14 日(土) [運動教室]小学生かけっこ教室 14:30～16:30 

18 日(水) [サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか 13:00～15:00 

19 日(木) [サロン]みなリンカフェ 13:00～15:00 

24 日(火) [運動教室]ロコモ予防体操教室 13:30～15:30 

25 日(水) 
[サロン]詩吟にふれよう！ 10:00～12:00 

[サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか 13:00～15:00 

26 日(木) 

[ゲームサロン] 

大野城高齢者支援プロジェクト 

“げんきかい”によるゲームサロン！ 

※このサロンは、南コミによるファンド事業を 

利用して行っています。 

10:00～12:00 

２８日(土) [運動教室]小学生かけっこ教室 14:30～16:30 

 

南コミ通信 
【発行】 
南コミュニティセンター  

（南地域行政センター） 

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



 

 

 

☆地域で生かせるボランティア活動を見つけましょう！ 

 

 

 

 

  

 

        

        

  

 

 

 

 

地域にお住まいの方の‘日常生活の中での、ちょっとしたお困りご

と’を解決してくださる、おタスケさん（ボランティア）を募集して

います。‘ちょっとしたお困りごと’とは「脚立に登れず、電球交換

ができなくなった」「かがむことができず、床の雑巾がけができなく

なった」など、これまで自分で行っていたけれど難しくなった、でも、

ちょっとしたお手伝いがあれば解決できるような事です。 

そんなお困りごとの解決を担うのがおタスケさんです。 

南地区は高齢化率 30％以上の区もあり、介護保険では賄

えない隙間の問題解決として、使ってバンクは多くの方に

利用していただいています。 

おタスケさんが安心して活動していただけるよう、職員が下見訪問

をし必要時は同行も行います。活動後には利用者さんから、ありがと

う券でお礼をしていただく有償のボランティアです。 

詳しくは下記へお尋ねください。 

特に、南ヶ丘 1 区・南ヶ丘 2 区のおタスケさん募集中です！! 

≪問い合わせ先≫ 

南パートナーシップ活動支援センター(コミュニティセンター内） 

使ってバンク専用電話 ：０９２-５９５－６２３２ 

南地域行政センターで 

朝９時から夜９時まで各種証明書の発行ができます！  

☆土日・祝日も発行できます！（第３火曜日・年末年始を除く） 

こ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南コミサロン 
☆囲碁・将棋で楽しみませんか！! 

  囲碁や将棋を通して、楽しい時間を過ごしましょう！ 

☆みなリンカフェ 

コーヒーや緑茶を飲みながら、おしゃべりを楽しむカフェです。  

☆詩吟にふれよう！ 

  初心者でも楽しく詠う事ができます♪ 

 

 

南コミュニティセンターでは、趣味や得意分野を生かして、 

地域づくり・仲間づくり・サロンの運営をしたいという方の 

お手伝いをし、活動場所の提供（サロン開催、及びその準備 

や打ち合わせ）、相談・アドバイス等の支援を行っています。 

地域住民の居場所づくり、出前サロンをしてみたいという方 

の、お電話をお待ちしております。 

 

☆サロンボランティアになると、こんなことができます！ 
・月に１度、南コミでサロンを開催することができます！ 

・サロン開催時や、サロンに関する打合せ等で、南コミュ 

ニティセンター内にあるサロン室を、無料で利用するこ 

とができます！ 

・南コミュニティセンターに、メールボックスを開設する 

ことができます。（メールボックスは私書箱にもなります） 

他にも、ボランティア活動をしやすい環境を整えています！ 

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。 

 

<<問い合わせ先>> 

南パートナーシップ活動支援センター(コミュニティセンター内） 

：０９２－５９６－０６８６  

<<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）ファンド担当 092-596-0686 

受付時間： 午前９時～午後５時 ※休館日（毎月第３火曜日）を除く 

【募集期間】  

平成２９年１月１６日～２月２８日 

ファンド事業利用団体 

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）では、南地区で、 

地域課題解決のための活動を行っている団体に対して、活動に関するアドバイスや、 

かかった事業費の一部を助成するなどの支援を行っています。 

もっと地域をよくしたい！ 

活性化させたい！！ 

地域で抱えている問題を解決したい！！！ 

と、活動をされている団体の方、 

南コミュニティセンターと一緒に、 

地域を盛り上げて行きませんか。 
 

ご応募お待ちしています！ 
 

★まずはお気軽にお問い合わせください★ 
 

<<問い合わせ先>> 

南パートナーシップ活動支援センター(コミュニティセンター内） 

：092-596-0686 

 

 

対象者 ：南地区在住の 20 歳以上の方で、5 回とも出席できる方 

開催日 ：１月２5 日(水) 楽しい手品入門 

２月１４日(火) 楽しい音楽入門 

２月２８日(火) 楽しい手話ソング入門 

     ３月１４日(火) 楽しくいきいき頭と指体操 

３月２８日(火) 楽しいレクリエーション 

時 間 ：各日とも午後１時３０分～午後３時３０分まで 

会 場 ：南コミュニティセンター 

会 費 ：無料（手品の材料費は個人負担） 

定 員 ：３０名 

申込期間：平成２９年１月６日(金)～１月１６日(月)まで 

主 管 ：南地区コミュニティ運営委員会福祉部 

申込先 ：南地区コミュニティ運営委員会事務局 

     ：０９２‐５９６－１０４４ 

  

 

使ってバンク「暮らしのサポート事業」よりお知らせ 

 

<<問い合わせ先>> 南地域行政センター   

：092-596-0917 

※内容により、取り扱えない証明書や手続きがございますので、 

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、本人確認書類を持参してください！ 


