『那珂ふれあい学級』
～楽しくつながる場の提供～
福岡市那珂公民館 【公立公民館】
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２． 事業 の目 的
那 珂校 区は 人口 ２万 人を 超え 出生 率も 比較 的高 く、 小中 学校 とも 市内 有数 のマ
ンモ ス校 であ り、 公民 館利 用者 数も 年間 延べ ３万 人を 超え る 。 しか し、 その 利用
者数 の内 訳は 高齢 者層 に偏 って おり 、青 壮年 者層 はと ても 少な い 。
そ こで 、様 々な 年齢 ・世 代の 地域 住民 が楽 しみ なが ら参 加し 、交 流す るこ との
でき る「 ふれ あい の場 」を 提供 する 行事 を増 やし てい くこ とと した 。
３． 事業 の実 施主 体と 連携 団体
主

体： 那珂 公民 館

連 携団 体：宮 竹吹 奏楽 団(地 元サ ー クル 楽 団),那 珂中 学校 茶道 部,那 珂小 学校 茶道 クラブ
４． 実施 に至 る経 緯
公 民館 主催 事業 を行 う中 では 、対 象年 齢・ 世代 を絞 った 方が 参加 者を 集め やす
く実 施し やす い面 があ るが 、少 しで も広 い世 代の 方に 『ふ れあ いの 場』 をと 、
１５ 年前 に「 新春 コン サー ト」 を企 画。 宮竹 吹奏 楽団 によ るコ ンサ ート を気 軽に
楽し める よう パー ティ 形式 とし 、土 曜日 の夜 に行 うこ とで 、公 民館 に日 頃足 を運
ぶこ との 少な い青 壮年 層も 参加 しや すい 行事 とし た。ま た、
「 料理 とテ ーブ ルセ ッ
ティ ング 講座 」は 、手 作り パン 教室 の講 師が テー ブル セッ ティ ング の勉 強も され
てい たこ とか ら、「 家庭 や地 域で も楽 しい 『 ふ れ あ い の 場 』 を 創 る 工 夫 を 学 べ る 」
と考 え事 業に 取り 入れ た。
９年 前に 新公 民館 に移 転し た際 には 、バ リア フリ ーで 広い 館内 を全 室利 用し て
「室 内グ ラウ ンド ゴル フ大 会」 を企 画 し 、よ り多 くの 方が 新公 民館 に集 い、 ふれ
あっ ても らう 場と した 。ま た、 新公 民館 が小 学校 の敷 地内 にあ るこ とか ら 、 小学
校の 茶道 クラ ブが 公民 館和 室を 使用 する よう にな り、 中学 校 茶 道部 も公 民館 で練
習す るよ うに なっ た。そこ で、「 ひな まつ り お茶 会」を土 曜日 の午 後に 開催 し 、子
ども から 大人 まで 誰で も参 加で きる 行事 とし た。
し かし 、ど のよ うな 行事 も男 性の 参加 者が 少な いこ とか ら、 男性 が興 味を 持 ち
そう な「 そば 打ち 体験 講座 」も 行う こと とし た。男性 も女 性も 、子 ども も大 人も 、

みん なが 参加 でき るよ う土 曜日 の 午 前に 設定 し、 昼食 に出 来立 ての そば をみ んな
で食 べて 交流 を図 るよ うに し た 。
今 年度 から は、 継続 的な 『ふ れあ いの 場』 とし て毎 週火 曜日 ９： ４５ から
「ご 当地 ラジ オ体 操」 を行 って いる 。ラ ジオ 体操 後も 午前 中は 一部 屋を 開放 し、
囲碁・将 棋・ト ラン プ等 を用 意し 、お茶 を飲 みな がら の語 らい の場 を設 けて いる 。
５． 事業 の内 容
・ 新 春 コン サ ート の 夕べ

土曜 日の 夜。 お茶 とお 菓子 を頂 きな がら のパ ーテ ィ方 式。 宮竹 吹奏 楽団 の演 奏に
飛び 入り のダ ンス も加 わっ て楽 しん でい る。楽団員 40 名 程度 と参 加者 80 名 程度。
・ 料 理 とテ ー ブル セ ッテ ィ ン グ講 座
食空間をテーマに
活動される講師。
30 才 代 ～ 70 才 代
の 男 女 30～ 40 名
前後の 参加 。

・ 室 内 グラ ウ ンド ゴ ルフ 大 会
公民館 内に 地域の 方々 が
工夫し て作 った８ コー ス
で行う 。室 内用樹 脂ボ ー
ル、クラ ブカ バー、ホール
ポスト シー トを使 用。
参加者 40 名 程度。

・ そ ば 打ち 体 験講 座
土曜日 の午 前中。
子ども から 高齢
者まで の男 女、約
40 名の 参加 。そ
ばを食 べな がら
の交流 も和 やか。

・ ひ な まつ り お茶 会
お雛さ まを 飾っ
た和室 で、 地域
の方が 丁寧 に説
明しな がら お抹
茶を点 てる 。
約 50 名の 参加。

・ ご 当 地ラ ジ オ体 操

毎 週 火 曜 日 に 、 博 多 弁 を 始 め 色 々 な 方 言の ｢ご当 地 版 ラ ジ オ 体 操 」 の Ｃ Ｄ を 使 い 行
ってい る。4 月～ 12 月 で延べ 500 名の 参加。体 操後は 一部 屋を開 放し て お茶 を飲 み
ながら 歓談 。囲碁 ・将 棋・ト ラン プ・ カルタ 等 も用意 して いる。

６． 事業 の成 果
「 新春 コン サー トの 夕べ 」は 、先 日１ ５周 年を 迎え た。 待ち 望ん でい る方 も多
く、 新規 参加 者と とも に楽 しめ る場 の提 供が でき てい る。 参加 者同 士が 顔見 知り
にな り、他の 講座 への 呼び かけ にも なっ てい る。「そ ば打 ち体 験講 座 」や「ひ なま
つり お茶 会」 には 、子 ども から お年 寄り まで 広い 年齢 層の 参加 があ り、 子ど も の
参加 とと もに、普段 あま り公 民館 を利 用し な い若 い父 母 の 参加 も増 えて きて いる。
新た に始 めた 「ご 当地 ラジ オ体 操」 は 、 いつ もの メン バー は数 人と 限ら れて いる
もの の、９：４５ から 始め るた め、１０：０ ０か らの 講座 の参 加者 が加 わっ たり 、
夏休 みの 子ど も向 け講 座の 前に は子 ども 達が 加わ った りと 、楽 しい 交流 がで きて
いる 。
７． 今後 の課 題
「 ご当 地ラ ジオ 体操 」で は、 当初 、ラ ジオ 体操 後の 語ら いの 場の 一部 屋開 放 時
に、 囲碁 や将 棋を 目的 に男 性の 参加 者も あっ たの だが 、な かな か囲 碁・ 将棋 ので
きる 方の 参加 のタ イミ ング が合 わず 、男 性の 参加 が な くな って しま った 。そ のよ
うな セッ ティ ング も含 めて 、継 続的 に楽 しん で参 加し てい ただ ける よう な働 きか
けや 企画 の工 夫が 必要 であ る。
８． 問い 合わ せ先

福 岡市 那珂 公民 館
〒812-0893

福 岡市 博多 区那 珂３ 丁目 １０ 番２ 号

℡ ：092-471-9329

Fax：092-471-9330

