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地域行政センター（証明発行窓口）
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コミュニティ運営協議会（コミュニティ関連窓口）

1 日(土)
3 日(月)
4 日(火)

5 日(水)

6 日(木)
8 日(土)
9 日(日)
11 日(火)

12 日(水)

15 日(土)
18 日(火)

19 日(水)

20 日(木)
22 日(土)
24 日(月)
25 日(火)
26 日(水)
27 日(木)
29 日(土)

南コミ少年少女合唱団
[運動教室]小学生かけっこ教室
[サロン]気軽に着物を着てみませんか
[サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか
[ふれあい市場]（移動販売）
県営住宅
月の浦区
噴水の広場(月の浦 1 丁目 19)
あおぞら公園(平野台 4 丁目 6)
平野台区
公民館前
[サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか
[運動教室]ロコモ予防体操木曜教室
南コミ少年少女合唱団
ふれあい食堂（オープンサンド等）
[サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか
[運動教室]ロコモ予防体操火曜教室
[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)
つつじヶ丘区 緑道公園 石門広場
あおぞら公園(平野台 4 丁目 6)
平野台区
南ヶ丘 2 区 日の出公園
[サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか
南コミ少年少女合唱団
[運動教室]小学生かけっこ教室
休 館 日
[ふれあい市場]（移動販売）
月の浦区
県営住宅
３号公園(つつじヶ丘２丁目 5)
つつじヶ丘区
６号公園(つつじヶ丘２丁目 15)
南ヶ丘１区
青山公園
[サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか
[サロン]めだかの学校
[運動教室]ロコモ予防体操木曜教室
南コミ少年少女合唱団
[サロン]気楽に今様 和歌 詩吟をしませんか
[サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか
[運動教室]ロコモ予防体操火曜教室
[サロン]囲碁・将棋で楽しみませんか
[サロン]げんきかいで遊ぼう
南コミ少年少女合唱団
[運動教室]小学生かけっこ教室

☎（５９６）１０４４

9:00～11:00
10:00～12:00
10:00～12:00
13:00～15:00
13:10～13:30
13:40～14:00
14:15～14:35
14:45～15:05
13:00～15:00
13:30～15:30
9:00～11:00
10:30～
13:00～15:00
13:30～15:30
13:10～13:30
13:40～14:00
14:15～14:35
14:45～15:05
13:00～15:00
9:00～11:00
10:00～12:00

【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/

南コミュニティセンター休館日のお知らせ
5 月 21 日（火）
【毎月第３火曜日】

平成３０年度大野城市コミュニティ活動応援ファンド事業

実施報告会
どなたでもご参加できます♪
大野城市の地域のためになる活動している方、団体の皆さんを応援するため

に活動にかかる費用の一部を助成する事業です。たくさんのご参加お待ちし
ております☆

日時：６/１５(土) 10 時～12 時

≪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）

場所：大野城心のふるさと館

092-596-0686

あ南コミ囲碁将棋サロンからのお知らせで
毎月第 1・2・4 火曜日と毎週水曜日の 13：00～15：00 に
開催しています！！申込不要です。 女性の方も大歓迎！お気軽においで下さい★
【場所】談話室【参加費】100 円
《問い合わせ先》南パートナーシップ活動支援センター

13:10～13:30
13:40～14:00
14:15～14:35
14:45～15:05
13:00～15:00
13:00～15:00
13:30～15:30
9:00～11:00
10:00～12:00
13:00～15:00
13:30～15:30
13:00～15:00
10:00～12:00
9:00～11:00
10:00～12:00

※[サロン][運動教室]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内）☎092-596-0686

ふれあい食堂

月 日 、健康 教室 「 ろっ 骨
エクササイズ～カキラ」を開
催しました。
講師は佐藤恭子氏。
名もの参加をいただき、
音楽に合わせ体を動かしまし
た。深く息を吸いながら手を
上にあげ掌を返し、息を吐き
ながら肘からゆっくりと手を
おろす。小指、薬指を意識し
てくるりと手を回すことで、
肩甲骨が上がり呼吸がしやす
くなり、関節や筋肉の動きが
良くなり身体が楽になります。
無理をしない事が大切。また
お尻を両手で引っ張り座骨で
座ると姿勢がきちんとなるな
ど教わりました。
「人生の目標は（ＰＰＣ）
ピンピンコロリですよね」と
佐藤恭子さんは言います。本
当にそうです。
また企画してくださいとの
声も多数いただきました。
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佐藤恭子講師
（中央 ↓）

３月７日南コミュニティ
に於いて「認知症サポー
ター講習会」が催されま
した 。
青パト乗務員を中心に
各地区より約５名が参加
し、大野城市に於ける行
方不明者の捜 索の組 織・流 れと
認知症の方へ の接し 方とし て分
かりやすく寸 劇での 説明も あり
ました。
認知症を正 しく理 解し、 偏見
を持たず他人 事では なく自 分の
問題としてと らえる 事が必 要と
なります。街 角で困 った方 に出
会ったら優し く接し 、話を 聞い
てあげる事が大切と思います。
高齢者がま すます 増加す る昨
今、いつ誰が なるの か予想 もつ
きにくい病気です。
もし家族で異常な行動や困っ
ている方は地域包括支援センター
にご相談されては如何でしょう。

かねてより建設が行われてお りま
した多目的広場が完成し４月６日、
関係者出席のもと式典が執り行わ
れました。
この広場は牛頸出身の故石井久
氏（立花証券創業者）の寄付によ
り出来た広場です。開場は４月７
日となりますが、市民の皆様が自
由に楽しく遊んだり、運動したり、
憩いの場として、利用が可能です。
ボール蹴りやキャッチボールは出
来ますがバットを持った遊戯は事
故防止のため出来ません。
なお、団体等での使用の場合は
事前に牛頸公民館に使用許可申請
を提出し許可を得る必要がありま
す。
その他、詳細については公民館
へお尋ねください。

毎年初夏の訪れを告げる
牛頸ダム下の「ホタルの里」
が 月 日（土）～ 月
日（日） までオープン しま
す。 見物時間は 時～
時です。
駐車場 は毎年混雑致 しま
すので、 近隣の方は徒 歩で
のご来場をお願い
致します。マナー
を守 って優雅な
光の舞を堪能し
て みて は如 何 で
しょうか。
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月の浦公民館がリニューアル

↑

昨秋より工事に入っていました月の
浦公民館の改装が終わり、通常運営に
戻りました。工事期間中は何かとご不
便をお掛けしましたが、従来にも増し
て活発なご利用をお待ちいたしており
ます 。
また、牛頸・若草・平野台公民館は
じめ、近隣施設の皆様へは古紙回収や
会議室のご提供等、ご協力を頂きあり
がとうございました。

月の浦文庫

桜 の 記 念 植 樹
３月 日（日）実のな
るコミュニティ・ガーデ
ンにてスタッフも合わせ
て、 名で共働作業を行
いました。
「よつばのクローバーガー
デン」に植え付けられた
ブルーベリーの回りにグ
ラジオラスの球根を一周
植え付けガーデン全体に、
ヒマワリ・コスモス・マ
リーゴールドなど色とり
どりの花の種を蒔きまし
た。
道路側には、河津・オ
オシマを含めて６本の桜
をみんなで一緒に記念植
樹しました。
今後が楽しみです。

令和元年
運営協議会おもな事業計画(案）
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今年も南地区の各地で見事
な桜の饗宴が見られました。
上の写真は
牛頸山登山口さくらの園
で西日本新聞にも掲載される
ほど見事でした。

●
９月２２日（日）
●
１０月１４日（祝）
●
１１月１０日（日）
●
１２月 ６日（金）
● 翌年２月１６日（日）
●
３月 １日（日）

認知症かな？？と思ったら

5
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区対抗五目お手玉
おおの山城大文字まつり
（南コミまつり）
おおの山城大文字まつり
MADOKAれくスポ祭
まつり南風
ふれあいパーティ
ユニカ―ル大会
芸能発表会

７月 ７日（日）
９月２１日（土）

●
●
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発行者
大野城市南地区
コミュニティ
運 営 協 議 会
会長 竹 村勝 重
編 集
情報広報部

認知症サポーター講習会
牛頸公民館多目的広場 完成

令和元年5月
南地区コミュニティ運営協議会だより
第147号

人生の目標 ピンピンコロリ（ＰＰＣ）

第147号

