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福岡県公民館連合会

〒812-8575 福岡市博多区東公園７－７
福岡県教育庁教育企画部社会教育課内
TEL 092-643-3887
FAX 092-643-3889

〔第５３回福岡県公民館大会開催地〕

朝倉市の生涯学習活動「遊び野

学び舎

僕らの楽校」の取組

朝倉市教育委員会生涯学習課が開催している２０代３０代を対象とした「遊び野 学び舎 僕らの楽校」は、今
年度で開校３年目を迎え、エネルギー溢れる世代が集い、様々な体験を共にしながら、そこから何かを感じ学ん
でいく、そんな場所です。楽校に行けば仲間がいて、何かが起こるし、何かを起こす。楽しい学びの場、そして
情報が多く集まる場、そんな居場所をみんなで作ろうと日々奮闘中です。
楽校では自分たちがレクリエーションやニュースポーツ等を通して、自分たちが楽しむのはもちろんの事、そ
の楽しさをより多くの方々に還元したいと思っています。一昨年は自動車学校で実際に飲酒運転をし、その様子
を映像として残し、飲酒運転の危険性を世に伝えようと DVD の作成をしました。また、朝倉市を自転車で一周
する「探検！僕らのあさくら」を開催し、多くの市民の方に参加していただき、好評をいただきました。
開校３年目でまだまだ大きな事はできていませんが、より多くの方に楽しさの輪を広げていけるように、若
い力を集結して生涯学習事業に取り組んでいきたいと思っています。
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北九州市立枝光南市民センター
枝光南市民センターは近代製鐵所発祥の地八幡に有り、八幡製鐵所の繁栄と共に広がった丘陵地の住宅地
に位置しています。産業構造の変化と共に人口は減少し、人口約 3700 人、世帯数 1800 戸で、一世帯あ
たりの家族構成は 2 人強、14 歳以下の子どもの数は 317 人で、高齢化率は３３％を超えています。平成
15 年度から福岡県の「アンビシャス広場づくり推進事業」
、平成 16 年度から文部科学省の「地域子ども教
室推進事業」で地域における子どもの居場所づくりに取り組んでいます。地域と学校と家庭が連携をとりな
がらスポーツ、文化活動、ものづくり等の体験や交流を行い、子育て支援活動のできる社会環境を築くこと
を目標にしています。地域ボランティアを主軸とした果樹支え隊、うたい隊、ソーランおどり隊、卓球キッ
ズ等の活動隊があります。
毎月 1 回の活動で、高校生ボランティアもいる多世代交流事業で
す。『夢みるレモンロード』をコンセプトに枝光一区らしい季節感
あふれる景観を作ろうと、平成 16 年 10 月から、地域のメイン
ストリートである上本町通りの街路樹にレモンを植樹。3 年間で
『レモンロード』を完成させ 118 本の苗を育成しています。昨年
の春には受粉を行い、秋に 38 個のレモンを収穫。子どもたちは
木になるレモンをはじめて見たと言って大はしゃぎをしていまし
た。活動の中で地域の清掃や、落ち葉の堆肥化にも取り組んでい
ます。又、レモンの木の葉についた青虫を、アゲハ蝶になるまで
飼育して放蝶。子どもたちに命を大切にする心を育むことができ
ました。今年度から地域の空き地を利用して、有機野菜づくりに
挑戦。ふれあいの輪と活動の場がますます拡がっています。

『よりそう子育て・見守り・安全』をテーマに、八幡東区内のセンタ
ーでは初めて子育て支援に取り組み、今年で 10 年目になりま
す。毎週金曜日午前 10 時～12 時 30 分まで、多目的ホール
を屋根のある公園として開放。0 歳児から未就園児とそのお母
さんを対象に子育ての応援活動を行っています。子育てサポー
ターと担当職員が『よりそう子育て・見守り・安全』をテーマ
に年間プログラムを企画、実施。 市民センターでの出会い・
ふれあい・遊びを通じてお母さん方の輪を広げ、心豊かな子育
てが出来るよう支援しています。プログラムの内容は毎月 1
日発行の館報に掲載。ホームページにも載せています。
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～プログラム～
読み聞かせ ☆ 人形劇
親子体操
☆ おやつづくり
健康相談・育児相談
歯科衛生士の指導
救急救命処置
ベビーマッサージ＆ヨガ

問い合わせ先：北九州市立枝光南市民センター 北九州市八幡東区中央 3-9-5
TEL 093-682-0067
FAX 093-682-0068
E-mall em-sf@ktqc03.net

市町村のページ〔シリーズ：公民館と子どもたち〕

育児サークル「グーチョキパー」
大野城市・つつじヶ丘公民館
近年は核家族化が進み、近所付き合いも昔に比べて少なくなっているため、子育てのし
かたについて悩み、相談もできずに悩んでいる親が増えているといわれています。
大野城市の南部に位置するつつじヶ丘区は、約 1,300 世帯・4,200 人の人口を有する新
興住宅地です。この区の拠点である「つつじヶ丘公民館」では「地域住民がお茶の間のよ
うにくつろげる、誰にでも開かれた公民館」をモットーに、日々活発な活動を行っていま
す。
核家族率の高いこの区で、10 年前に 6 名の住民が、自主的に育児サークルを立ち上げま
した。次第に参加者も増えていき、自宅の中で行っていた活動も難しくなり、公民館を使
用するようになりました。これが育児サークル「グーチョキパー」のはじまりです。今で
は 30 組以上の親子（未就園児）が加入し、毎週月曜日の午前中に活動しています。平成
12 年度からはその実績が認められ、つつじヶ丘区からも費用の補助などのバックアップを
受けられるようになりました。
平成 20 年 6 月 9 日は「ペットボトルで楽器づくり」をテーマに、約 50 名の親子が集ま
って行われました。最初はみんなで恒例の「グーチョキパーのうた」を元気に合唱し、そ
の後、各自で持参したペットボトルととうもろこしの粒を使って、マラカス風の楽器を作
りました。そしてその楽器で「アイアイ」
「おもちゃのチャチャチャ」などの曲に合わせて
演奏し、和やかな時間があっという間に過ぎていきました。
今回の取材を通じて、この活動が子どもたちの教育・健全育成はもちろん、お母さんた
ちの貴重な情報交換の場になっていることが改めてわかりました。みんなで目的や情報を
共有することで、子育ての悩みや難しさを克服できるということを、実感することができ
ました。また、近年では若年層の「公民館離れ」も指摘されていますが、今回のように低
年齢期から公民館に親しみを持つことで、その後成長してからも親子ともに気軽に公民館
か

く ひろこ

を訪れるというケースも増えるそうです。取材の最後に、賀来太子館長は「グーチョキパ
ーの卒業生が小学生になり、立派になって公民館に戻って来る姿を目にするのが、この上
なく嬉しい」と、笑顔で語ってくれました。

問い合わせ先：大野城市役所コミュニティ振興課

TEL 092－580－1837（直通）
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矢留地区通学合宿
柳川市立矢留公民館
【活動の特色】
子どもたちが親元を離れ、異なる年齢の子どもと共同生活をすることにより、家庭の大
切さを再認識すると共に、子ども同士のふれあいや人間関係を深める。また、その通学合
宿の体験により生きることの喜びを感じ、社会の中での「生きる力」をはぐくんでいく。
【活動のポイント】
公共施設（矢留校区公民館）に宿泊しながら、日常生活の役割分担を、上級生を中心に
決める。子どもたち全員で自炊や片づけを行いながら、日々の学習や創造的な活動を行っ
ていくことにより、児童の自主性や自立性を育て、助け合いや思いやりの大切さを学ぶこ
とを趣旨とする。
平成１９年度は「自分で進んで行動する」をテーマに自主性や協調性を養い、通学合宿
でできるようになったことを、何か１つでもいいので、自分の家で実行することを目標に
取り組んだ。
【特筆すべきこと】
実行委員会形式で企画立案し、矢留公民館をはじめ、矢留校区内の青少年育成校区民会
議、矢留小学校、矢留校区子ども会、矢留小学校ＰＴＡ等の協力者で通学合宿の事業を行
うことにより、
「地域・学校・家庭」の社会全体で子どもを見守り、子どもを育てる活動を
行っている。

．問合せ先：

柳川市立矢留公民館（〒８３２－００５６
ＴＥＬ

０９４４－７３－８３９３

柳川市立矢留小学校（〒８３２－００５６
ＴＥＬ

柳川市矢留本町１５０番地）

柳川市矢留本町２１番地）

０９４４－７３－２２１６
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公 民 館 と 子 ど も た ち
田川市・田川団地公民館
近年、子どもが被害者あるいは加害者となる悲惨な事件が続発しています。
田川団地公民館では、子どもの安全を確保するため、
「子どもの安全教室」を開催しました。この
学習会は、地域の防犯活動の一環として子ども会育成会が取り組んだものです。当日は、児童 50 人、
保護者 30 人が参加しました。
田川警察署生活安全課の古賀さんと清水さんを
講師に招き、はじめに、児童生徒の登下校における
不審者への対応策や予防策について講義を受けまし
た。次に、おまわりさん扮する誘拐犯との模擬体験
で実技指導をしていただきました。講義の後は、役
員がケーキやカレーを準備し、ビンゴゲームなどで
クリスマス会を楽しみました。

登下校時の不審者への対応策や予防策について話を聞く

この他にも、近くのダンボール会社で、地域の働く人たちとの交流をとおして地域の人たちへの思
いやりの心を育てる目的で、
「金川校区地域探検」を行いました。子どもから大人まで 49 人が参加し
ました。
この事業は、当公民館と金川校区活性化協議会青少年育成部会との共催で取り組みました。子ども
たちは、工場内でダンボールの製作や印刷、組み立
てなどの工程を見学し、働くことの大切さ、苦労な
どを実感することができました。
午後からは、金川小学校で、地域の人たちが準備
したバーベキューで親睦を深めました。
今後も田川団地公民館では、地域の子どもたちの
健やかな成長を目的とした多くの事業を行っていき

校区探検後、地域の方々と親睦を深める

たいと考えています。

問い合わせ先：田川市中央公民館 TEL0947-44-5110 FAX0947-49-3085

こちら県公連

第５３回福岡県公民館大会開催の御案内
来る８月１日（金）に、『水を育み

街を潤す

健康文化都市』朝倉市におきまして、第５３回福岡県公民館

大会を開催します。
本年度は、「学校・家庭・地域の連携を推進する公民館の役割」を大会テーマとして、学校・家庭・地域の連
携協力により、地域の教育力の向上を図り、地域が抱える様々な課題解決のために、身近な学習の場であり、地
域づくり・人づくりの拠点である公民館の役割りについて考えます。
詳しい日程等は、ホームページ上の開催要項をご覧ください。
なお、講演講師、シンポジストの紹介をさせていただきます。

講

演

「社会全体の教育力向上」～学校・家庭・地域の連携協力～

滋賀大学生涯学習教育研究センター 准教授

神部 純一

1963年広島県生まれ。広島大学助手、滋賀大学生涯学習教育研究センター講師を経て、現在滋賀大学生涯学習教育研究
センター准教授。
専門分野は生涯学習であり、現在、地域の生涯学習機関としての大学の役割に関して研究を続けている。また、「淡海
（おうみ）生涯カレッジ」をはじめ、地域における生涯学習システムの開発にも取り組んでいる。

シンポジウム 『学校・家庭・地域の連携を推進する公民館の役割』
＜コーディネーター＞
九州女子短期大学 初等教育科 准教授

大島 まな

九州大学教育学部社会教育学講座助手２年間、専業主婦５年間を経て、平成７年４月から九州女子短期大学に勤務。北
九州市社会教育委員、北九州市青少年問題協議会委員、文部科学省中央教育審議会教育振興基本計画特別部会委員、福岡
県生涯学習審議会委員などを務める。専門は社会教育、生涯学習。「連携」の掛け声だけに終わらない地域の仕組みづく
りを目指して実践プログラム開発支援に奮闘中。
＜シンポジスト＞
滋賀大学生涯学習教育研究センター 准教授

神部 純一

1963年広島県生まれ。広島大学助手、滋賀大学生涯学習教育研究センター講師を経て、現在滋賀大学生涯学習教育研究
センター准教授。
専門分野は生涯学習であり、現在、地域の生涯学習機関としての大学の役割に関して研究を続けている。また、「淡海
（おうみ）生涯カレッジ」をはじめ、地域における生涯学習システムの開発にも取り組んでいる。
春日市教育委員会 教育長 山本 直俊
市町村立小（教諭）、福岡教育大学附属久留米小（教諭）、県教育庁義務教育課（主任・主幹指導主事、人事管理主事）、
県教育センター（教育経営部長）、福岡教育事務所（所長）、市町村立小（教頭・校長）、私立東明館小（校長）を歴
任し、平成１７年度より春日市教育委員会教育長。
春日市は、市内全１２小学校で地域運営学校（コミュニティスクール）制度を導入し、その推進母体である学校運営協
議会に各学校区の公民館長にも参画をいただいている。学校、家庭、地域がそれぞれの果たすべき役割を認識し、情報
の共有化を図り、三者協働による子育てに取組んでいる。
八女郡立花町中央公民館 館長 古川 昭人
昭和４５年より小学校教師として３７年の勤務を終え、平成１９年４月より公民館に勤務。
途中、社会教育総合センター、南筑後教育事務所に勤務し以後社会教育にも携わってきた。校長時代、「学校が楽しけ
れば子どもたちの学力は向上する」という信念のもとに「学社融合」を活用した学校経営に取り組んできた。
現在は、社会教育の分野に学社融合の成果を活用し、学校、家庭、地域が一体となり大人と子どもの絆を深める事業に
取り組んでいる。
福岡県ＰＴＡ連合会 会長

坂井 惠亮

1966年福岡県生まれ。平成16年福岡県ＰＴＡ連合会理事、平成１７年、１８年同会副会長、平成１９年九州ブロックＰ
ＴＡ研究大会福岡県大会準備委員会委員長を経て平成２０年度から現職。
福岡県ＰＴＡ連合会では、「教育の原点は家庭から」の想いで“新”家庭教育宣言、県下一斉親子ふれあい運動、ＳＴ
ＯＰ・ザ・非行などの活動を展開。“新”家庭教育宣言は、今年度で4年目を迎えた。また、来年度は九州ブロックＰＴ
Ａ研究大会が福岡県で行われるため、会員一同福岡県大会に向けて全力で取り組んでいる。

こちら県公連

＜平成２０年度 県公連の活動＞
去る６月２４日開催された福岡県公民館連合会の評議員会において、本年度の事業及び平成２０年度～２１年
度（任期２年）の会長、副会長、監事が決定しました。
また、理事、専門部員の方は、各地区から選出されていますので併せて紹介します。
【会長・副会長】
役職名
会

氏

名

所属・職名

長

石田

宝藏

柳川市長

副会長

正平

辰男

福岡県社会教育委員

副会長

野上

義教

東峰村教育委員会教育長

副会長

宮本

国雄

小竹町中央公民館長

【理事】
氏

地区名
北九州市
福岡市

名

所属・職名

上原

浩二

北九州市教育委員会生涯学習課社会教育主事

北﨑

博三

福岡市公民館支援課長

福岡地区

市

部

井上

均

宗像市市民活動推進課長（宗像市中央公民館長）

北九州地区

町村部

宮本

国雄

小竹町中央公民館長

北筑後地区

市

部

高山

一美

久留米市文化観光部生涯学習推進課長

南筑後地区

町村部

大谷

広人

黒木町中央公民館長

筑豊地区

市

藤田雄一郎

田川市教育委員会生涯学習課主任

京築地区

町村部

川寄

芳明

みやこ町豊津公民館長

専門部会

部

筒井

英和

鞍手町教育委員会教育課社会教育班長

部
長

【監事】
地区名

氏

名

所属・職名

筑豊地区（市部）

井出

洋史

飯塚市中央公民館長

福岡地区（町村部）

大庭

一成

二丈町福吉公民館長

【専門部員】
地区名

名

所属・職名

北九州市

宮本

氏

和代

北九州市生涯学習総合センター社会教育主事

福岡市

木下

勝範

福岡市市民局公民館支援課公民館係長

福岡地区

柴田

順

二丈町深江公民館長

北九州地区

筒井

英和

鞍手町教育委員会教育課社会教育班長

北筑後地区

永井

義弘

うきは市浮羽公民館公民館主事

南筑後地区

野口

壽男

柳川市大和公民館長

筑豊地区

山邉

久長

桂川町教育委員会社会教育課係長

京築地区

増田

裕和

築上町築城公民館公民館係長

こちら県公連

＜本年度の主な事業＞
１

専門部会
(1) 公民館大会、実戦交流会の企画・運営
(2) 公民館に関する資料等の収集及び提供

２

研究・研修事業
(1) 第５３回

福岡県公民館大会

・期

日

平成２０年８月１日（金）

・会

場

朝倉市

・内

容

表彰、講演、シンポジウム

サンライズ杷木

(2) 公民館実践交流会
県内公民館関係者が一堂に会し、日頃からの実践を発表し、意見・資料・情報等の交換をとおして、これ
からの公民館の在り方を考える。
・期

日：平成２１年２月４日（水）

・会

場：県立社会教育総合センター

(3) 公民館地区別研修会
県内８地区で各地区の実態に応じ、主体的な企画による研修を行う。
ただし、研修の内容は、各地区の公民館関係者相互で、公民館を取り巻く状況等について理解を深めるも
のとする。
【対象地区】
北九州市、福岡市、福岡地区、北九州地区、北筑後地区、南筑後地区、筑豊地区、京築地区
(4) 第５９回九州地区公民館研究大会、第３１回全国公民館研究集会への参加奨励
【第５９回九州地区公民館研究大会】
・期

日

平成２０年８月２８日（木）～２９日（金）

・主 会 場

宮崎県宮崎市

・分科会場

７分科会

宮崎市民文化ホール

【第３１回全国公民館研究集会】
・期

日

平成２０年１１月６日（木）～７日（金）

・主 会 場

高知県高知市

・分科会場

８分科会

高知県立県民文化ホール（オレンジホール）

(5) 公民館全国セミナー（全公連主催）への参加者の推薦
(6) 海外教育視察事業（全公連主催）への適任者の推薦
※平成２０年度より中止
３

情報・資料等の提供事業
＜ホームページによる情報提供＞
市町村の特色ある公民館活動や県公連の活動状況、実践交流会で発表された実践事例等をホームページに

掲載し、情報提供の充実に努める。
・公民館情報紙「ねっとわーく」
・福公連資料「公民館福岡」

