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1. はじめに
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＜新規登録する＞

＜ログインする＞

http://onojo-madopura.info/にアクセスします。

ページ中段の項目「市民公益活動に参加したい方へ」の「まどか
ぷらっと新規登録」ボタンをクリックします。

会員登録がお済みの方は、ページ上部と下部に配置された
「マイページ」ボタンをクリックすると「ログイン」ページ
に遷移します。

ポータルサイトへアクセスするには...

市民公益活動促進プラットホームトップページ

■トップページ



2. 新規登録
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トップページの「まどかぷらっと新規登録」ボタンをクリックす
ると左記の画面が開きます。
「まどぷらアプリ」の紹介や「登録のご注意事項」など、お読み
になり、「新規登録フォーム」のボタンをクリックしてください。

新規会員登録

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ 新規登録

■新規登録ページ画面



2. 新規登録
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新規登録フォームの登録に必要な情報を入力いただき、
フォーム下部の「同意して確認画面へ進む」ボタンをクリックし
てください。

新規会員登録

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ 新規登録 > 新規登録フォーム

■新規登録フォーム画面

会員の登録には、
「大野城市市民公益活動促進プラットホーム管理運営要綱」に
同意いただくことが必要です。

■要綱確認ポップアップ



2. 新規登録
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修正が無ければ、「登録する」ボタンをクリックしてください。

新規会員登録＞確認画面

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ 新規登録 > 新規登録確認

■新規登録フォーム画面

登録情報の確認を行う画面です。
内容の変更がある場合は、「修正する」ボタンで、登録画面に戻
ることができます。



2. 新規登録
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登録は仮登録です。
登録いただいたメールアドレスに本登録URLを記載したメールが
送信されますので、メールをご確認いただき、クリックして本登
録をお願いします。

新規会員登録＞仮登録完了

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ 新規登録 > 仮登録完了

■登録完了画面

登録完了画面表示後、「会員仮登録完了」ボタンをクリックする
と、トップページに戻ります。

■仮登録メール

メールアドレスに記載された本登録URLをクリックしてください。



2. 新規登録
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本登録メールに記載された「ID」「パスワード」は、マイページ
にログインするための大切な情報ですので、なくさないようにお
願いします。

新規会員登録＞本登録

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ 新規登録 > 新規登録完了

■仮登録確認メール

送信された「本登録URL」をクリックすると、左下の「登録完了
画面」が表示されます。
また、本登録メールには「ID」「パスワード」が記載された、本
登録メールが送信されますのでご確認ください。
「会員登録完了」ボタンをクリックするとトップページに戻りま
す。

■本登録メール

■登録完了画面



3. ログイン
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ログイン

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ ログイン

トップページにある「マイページ」ボタンをクリックすると、ロ
グインページが開きます。
本登録メールに記載された「ID」「パスワード」を入力して「ロ
グイン」ボタンをクリックすると、マイページが開きます。

■ログイン画面

ID・パスワードを忘れてしまったら...

ログインページ下部のテキストリンク「※ID、パスワードをお忘れに

なった方はこちら」ページから、再発行ができます。
※再発行には、登録したメールアドレスが必要です。



4. マイページ
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マイページ

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ ログイン ＞ マイページ

ログイン後、左記「マイページ」が開きます。
このページでは、登録情報の変更やまどぷらパスの発行、活動履
歴などを確認することができます。

■マイページ画面

＜マイページメニュー＞

●登録情報の確認・変更
●パスワードの変更
●参加申込み状況確認・活動履歴参照
●まどぷらパス（仮カード）印刷
●ポイント交換申請
●ポイント交換履歴照会
●登録抹消手続き
●ログアウト

ログアウト

ページ左下の「ログアウト」ボタンをクリックすると、ログアウ
トします。再度マイページへ戻るには、ログインページより
「ID」「パスワード」を入力してください。



4. マイページ
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登録情報の確認・変更

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ 登録情報の確認・変更

メニューページの「登録情報確認・変更」ボタンをクリックする
と、左記の画面が表示されます。
登録された情報の確認ができます。また、変更の必要がある場合
は、「編集」ボタンをクリックしてください。編集画面に遷移し
ます。

■登録情報確認・変更画面



4. マイページ
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登録情報の確認・変更 ＞ 変更・編集画面

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ 登録情報の確認・変更 ＞ 変更・編集画面

「編集」ボタンクリック後は、左記の編集画面に遷移します。
変更の編集を行い、「変更を確認する」ボタンをクリックしてく
ださい。

■登録情報確認・変更画面



4. マイページ
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登録情報の確認・変更 ＞ 確認画面

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ 登録情報の確認・変更 ＞ 確認画面

「変更を確認する」ボタンをクリック後、左記の確認画面が表示
されます。
更に編集する必要がある場合は「修正する」ボタンをクリック、
問題がない場合は「変更する」ボタンをクリックしたください。

■登録情報確認・変更確認画面



4. マイページ
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登録情報の確認・変更 ＞ 変更完了

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ 登録情報の確認・変更 ＞ 変更完了

「変更する」ボタンをクリック後、左記の完了画面が表示されま
す。
「会員メニューへ」のボタンクリックで、マイページメニュー画
面に戻ります。

■登録情報変更完了画面



4. マイページ
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パスワードの変更

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ パスワードの変更

メニューページの「パスワードの変更」ボタンをクリックすると、
左記の画面が表示されます。
新しいパスワードの登録フォームが表示されますので、ご希望の
パスワードをご入力のうえ、「パスワードを変更する」ボタンを
クリックしてください。

■パスワードの変更画面

新しいパスワードを登録するには「現在のパスワード」が必要で
す。



4. マイページ
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参加申込み状況確認

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ 参加申込み状況確認・活動履歴参照

メニューページの「参加申込み状況確認・活動履歴参照」ボタン
をクリックすると、左記の画面が表示されます。

■参加申込み状況確認・活動履歴参照画面

参加申込みを行っている活動の確認ができます。
参加を取り消す場合は、「取消」ボタンをクリックしてください。
※活動の実施団体宛てに取り消しに関する情報が通知されます。

活動履歴参照

過去に参加した活動の確認ができます。
確認したい期間を「過去1ヶ月」、「過去6ヶ月」、「過去1年
間」から選択してください。



4. マイページ
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まどぷらパス（仮カード）印刷

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ まどぷらパス（仮カード）印刷

ログイン後、マイページの「まどぷらパス（仮カード）印刷」ボ
タンをクリックすると、左記の画面（PDF形式）が表示されます。

プリントしてご活用ください。
また、会員様のお名前を表示していますので、不正利用にご注意
ください。

■まどぷらパス仮カード表示画面



4. マイページ
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1) 特産品やクーポン件等との交換
2) 体験型メニューとの交換
3) ポイントの寄付を申請

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ ポイント交換申請

メニューページの「ポイント交換申請」ボタンをクリックすると、
左記の画面が表示されます。

公益活動に参加して取得したポイントは、上記のメニューと交換
ができます。

各申請内容の「交換申請する」ボタンをクリックしてください。



4. マイページ
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市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ ポイント交換申請 > 特産品やクーポン件との交換を申請する

郵送または窓口での受取を選択できます。
※「郵送」を選択された方は、交換するメニューによって「郵送
ポイント」がかかる場合があります。

受取方法の選択

受取方法で「コミュニティセンター窓口」での受取を選択された
方は、どちらのコミュニティセンターで受け取るかを選択してく
ださい。

受取場所の選択

現在保有しているポイントで交換できるメニューの「交換数」を
設定して「選択を確定する」ボタンをクリックしてください

交換メニューの選択

交換するメニュー、今回利用するポイント、受取方法、受取場所
などを確認して間違いなければ「交換する」ボタンをクリックし
てください。

交換内容の確認

・窓口での受取の方は、受け取り準備が完了しましたらご連絡します。

・郵送でのお受け取りの方は、郵送が完了しましたらご連絡します。

交換受付完了



4. マイページ
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市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ ポイント交換申請 > 体験型メニューとの交換を申請する

希望する体験メニューにチェックをいれて「選択を確定する」ボ
タンをクリックします。

体験型メニューの選択

交換するメニューの内容と今回利用するポイント、連絡先などを
確認して間違いなければ「交換する」ボタンをクリックします。

交換内容の確認

体験型メニューを実施する受入施設と調整のうえ実施日時を御連絡し

ます。

交換手続き完了



4. マイページ
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市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ ポイント交換申請 > 市民公益活動団体などへのポイント寄付を申請する

希望する寄附内容を確認して「寄附口数」の設定を行います。
その後、「選択を確定する」ボタンをクリックします。

ポイント寄附を行う種類を選択

※市民公益活動団体への寄附の場合

市民公益活動団体への寄附の場合、寄付先の団体を選択する必要
があります。「選択」ボタンをクリックしてください。

寄付先の団体一覧が表示されるので、寄附を行う団体の「選択」
ボタンをクリックしてください。

寄付先に先程選択した団体名が表示されるので、あとは「寄附口
数」を設定して「選択を確定する」ボタンをクリックしてくださ
い。



4. マイページ
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市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ ポイント交換申請 > 市民公益活動団体などへのポイント寄付を申請する

交換するメニューの内容と今回利用するポイント、連絡先などを
確認して間違いなければ「交換する」ボタンをクリックします。

交換内容の確認

ポイント寄附の詳細は、年度末にまとめて公表しますので、確認してく

ださい。

交換手続き完了



4. マイページ
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市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ ポイント交換履歴照会

今まで、あなたが交換したメニューの内容、日付、利用したポイ
ントが表示されます。

ポイントの交換履歴

メニューページの「ポイント交換履歴照会」ボタンをクリックす
ると、左記の画面が表示されます。



4. マイページ
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登録抹消手続き

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ 登録抹消手続き

メニューページの「登録抹消手続き」ボタンをクリックすると、
左記の画面が表示されます。
抹消に関するご注意事項をご確認いただき、チェックボックスに
チェック、また、登録抹消する理由をご入力のうえ、ページ下部
の「登録を抹消する」ボタンをクリックしてください。

■抹消手続き画面



4. マイページ
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登録抹消手続き完了

市民公益活動促進プラットホームトップページ ＞ マイページ ＞ 登録抹消手続き ＞ 完了画面

「登録を抹消する」ボタンクリック後は左記の「完了画面」が表
示され手続きは完了となります。

■抹消手続き画面


