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第６１回福岡県公民館大会開催地：久留米市
●土曜塾：田植え体験

●委嘱学級：グラウンドゴルフ大会

●土曜塾：そうめん流し

●委嘱学級：クリスマスリース作り

久留米市では、小学校区を一つの単位として、４６の校区コミュニティ組織のもと、各種住民団体
と協働しながらまちづくりを進めています。地域での子どもの土曜日の居場所づくりのために実施し
ている「チャレンジ子ども土曜塾」では、各校区の運営委員会が様々な内容を企画しており、スポー
ツや文化的なものをはじめとして、料理や工作・農業体験、変わったところでは皿回しやボディパー
カッション・民謡・テーブルマナーなどが行われ、２７年度は延べ３１，８７１人の子どもが参加し
ました。
また、市民に身近な校区での学びを提供する場として開設している委嘱学級では、対象者や目的、
内容によって分類され、高齢者学級や女性学級、まちづくり学級、家庭教育学級など数種類の学級が
あります。委嘱学級では２時間程度の学習を年１２回以上実施しており、その内容も人権・健康・教
養・環境・防災・地域の歴史・地域課題等に関するものなど様々です。毎回最後に「３６５歩のマー
チ」の曲をバックにオリジナルの体操を踊るユニークな学級もあり、平成２７年度は年間延べ１７，
４８４人の方が楽しく学びました。

じんのはる

陣 原わくわく教室（地域・子ども交流事業）
北九州市立陣原市民センター
【地域の概要】
陣原地区は、八幡西区黒崎から西へ約 3 ㎞、北方には工場群、南方には貴重な森
が残されている広いエリアがあり、平成 12 年に JR 陣原駅が完成し、平成 13 年
に陣原まちづくり協議会が設立され、駅南口には陣原市民センター、保育所などの
公共施設や、周辺には商業施設等もあり、利便性の高い地域となっています。
【経緯と特徴】
陣原市民センターは、多世代交流の取組が盛んに行われており、その一環として
小学生を対象とした「陣原わくわく教室」を実施しています。
【事業の内容】
地域行事である旗頭神社夏越祭に参加する子ども
が少ないため、まちづくり協議会や校区社会福祉協議
会、老人会等と話し合いを重ね、平成 22 年から「陣
原わくわく教室」の中で取り組むことになりました。
当初はペットボトルと空き缶を使って２基 30 数名
の参加でしたが、今では、５基 60 数名となり、皆で
アイデアを出し合い、学年ごとにエコリサイクル『子
手づくり子どもみこし
どもみこし』を作っています。
完成した『子どもみこし』は、子どもたちが担いで「ワッ
ショイ、ワッショイ」と元気な声を響かせ、途中『陣原子ど
もみこし音頭』を披露しながら練り歩いています。
そこには、地域の宝である子どもたちの健やかな成長を
願う地域の方々の笑顔があります。
陣原子どもみこし音頭

【今後の取り組み】
子どもたち主体の事業を通して、年長者の知恵、先人の心を受け継ぎながら、陣原
地区の伝統文化を継承し、次世代を担う地域リーダーの育成を図っていきたいと考え
ています。
【問合せ先】
北九州市八幡西区陣原三丁目 23-9-101
TEL６４１－０１７７
FAX６４１－０１７８
北九州市立陣原市民センター ＨＰ http://www.ktqc01.net/nisi/jhsf/ E メール

jh-sf@ktqc03.net

｢人にやさしいまちづくり｣～赤ちゃんからお年寄りまで～
筑紫野市湯町公民館
【地域の概要】
湯町は筑紫野市の南西に位置し、現在の二日市温泉のことで古くは『万葉集』や『梁
塵秘抄』にも歌われ温泉観光地として栄えました。現在は交通の利便性等から福岡の
ベッドタウン住宅地として人口が増加しており、平成２８年３月現在人口 3,463 人・
世帯数 1,667・高齢化率 25.8％となっています。少子高齢化や住民ニーズの多様化
等に対応した公民館の取組を推進しています。
【主な公民館活動及び成果・課題等】
① おぎゃー訪問 平成１８年開始 湯町福祉事業
隣組長・民生委員が湯町に生まれた子どもの自宅を訪問し、お祝い品・育児情
報等を届け、絆を深めます。平成２７年 1 月～２８年 1 月まで３４人誕生
☞成果としてちびっ子サロンや子ども会育成会への参加とつながっています。
② 公民館主催講座 土曜クラブ 平成１５年開始
週休５日制対策として、公民館で青少年の居場所づくり。地域の大人が講師と
なり気軽に立ち寄り学べる講座を開設しています。卓球・生け花・マクラメ教室・
工作クラブ・手芸教室があります。
【参加者 56 人 講師 12 人】
☞今年から中学生ボランティアが補助として参加しているのは好評ですが、講師の確
保が課題です。茶道部の講師が引っ越しで休部となりました。
③湯町公民館部会活動（抜粋） 公民館助成金交付団体
◇子ども会育成会【児童数 185 人 役員 12 人】
今年から全員参加の子ども会となり歓迎会、公民館お泊まり会活動や夏祭り、も
ちつき大会、七夕会、敬老会等へ参加しています。
☞前年度に比べ新しい児童の行事への参加が見られますが役員の確保が課題です。
◇老人会【会員数 77 人】
公民館清掃、お誕生会、学習会、研修旅行等を開催。又囲碁将棋部、カラオケ部、
ダーツ部、マージャン部等の部活動があります。小学校における昔遊びの講師と
して、また七夕会、お泊まり会等、子どもたちと一緒に活動しています。
☞会員の増加により公民館が手狭になってきています。見守り活動への参加が少ない
のが課題となっています。
情報発信・・・・

小学校との連携

公民館お泊まり合宿

○湯町かわら版を
毎月発行
○ホームページに
より情報発信・役
員等への連絡・活
動報告

赤ちゃん・児童・女性・成人・高齢者と公民館では異世代の交流が行われ、人に
やさしい安全安心なまちづくりをみんなで推進しています。
【問合せ先】
〒818-0058 筑紫野市湯町 2 丁目 4-13
湯町公民館 TEL＆FAX ： 092-924-696８
ホームページ：http//yumachi.sunnyday.jp

グラウンドゴルフ大会
広川町 久泉区自治公民館
１．久泉区の概要
久泉区は広川町のほぼ中央部に位置し、東南に長延川が流れ緑豊かな地域で
す。区内には保育園・中学校・親水公園・運動公園など公共施設が有ります。
１，９７２人（６６１世帯）が居住し、転入者が増加している行政区です。平
成２１年まちづくり委員会を発足させ「笑顔満タン一戸一美で輝く久泉」をス
ローガンとした町づくりに取り組んでいます。
２．事業
誰もが笑顔で、安全に安心して暮らせるまちづくりを目指しております。転
入者が、早く地域に馴染んでいただくため、グラウンドゴルフ大会・夏祭り・
観月会・運動会・餅つき大会など様々な行事を行っております。
３．グラウンドゴルフ大会
毎年５月第３日曜日に、運動公園で開催しています。グラウンドゴルフは日
頃の練習なしで、小学生から高齢者まで誰もが参加できます。今回も７歳児か
ら９３歳まで、１０５名の方が参加されました。この行事には二つの目的があ
ります。一つ目は、多くの人と語り合い親睦と絆を強めます。二つ目は、賞品
として参加者全員に花鉢または花苗を贈呈し、区内を花いっぱいにすることで
す。花による区民のつながりを強め、心豊かに暮らせる久泉区を目指します。

４．今後の課題
今年の参加者は１０５名でしたが、毎年９月に開催している観月会は、３５
０名の参加があります。今後グラウンドゴルフの面白さをより多くの区民に理
解していただき、２００名の参加者を目標とします。また、区民の要望など取
り入れた行事を計画し、安全・安心のまちづくりを推進したいと考えています。
＜問合せ先＞
〒８３４－０１１５ 八女郡広川町大字新代１８０４番地１
広川町教育委員会 中央公民館 綾戸信之
Tel：０９４３－３２－００９３ Fax：０９４９－３２－４２８７
Mail：syougai@town.hirokawa.lg.jp

通学合宿・野外体験キャンプ
桂川町住民センター
１．地域の紹介
桂川町は、６世紀中頃に造られた「王塚古墳」があります。
「王塚古墳」は日本三大
装飾古墳の一つとされ、石室内の壁 360 度全面に描かれた装飾が最大の特徴です。
町は平成 28 年 2 月にこのロゴを作成し、
「王塚古墳のあるまち 桂川町」を町全体
で PR しています。
２．事業のねらい
通学合宿・野外体験キャンプでは、子どもたちが自ら学び、考える力や豊かな人間
性などの「生きる力」を育むことを目的とし、様々な生活体験・自然体験・社会体験
等、たくさんの活動に取り組んでいます。また、子どもたちには次の３つのルールを
設けて通学合宿に参加させています。
・自分のことは自分でする ・仲間づくりを大切にする
・決められたルールをきちんと守る
３．事業の内容
通学合宿・野外体験キャンプは、毎年７月と９月
の年２回開催しています。
子どもたちは親元を離れ、
桂川町住民センターと湯の浦キャンプ場で６泊７
日の共同生活を行います。参加者は平成 26 年度
40 名、平成 27 年度 42 名、平成 28 年度は 52 名と年々増加傾向にあります。指
導者は「口は出すが手は出さない」をモットーに指導にあたります。子どもたちへは、
「今、自分が何をしなくてはいけないのか」
「自分ができることは何か」など考えさせ
る機会をつくることで、責任感の醸成を図り、判断力を養うよう指導しています。
今後も、子どもたちが笑顔で楽しく参加できるよう取り組んでいきます。

＜問合せ先＞
〒820-0696
福岡県嘉穂郡桂川町大字土居 424 番地８
桂川町教育委員会 社会教育課 社会教育係
TEL：0948-65-2007
FAX：0948-65-2117
E-mail：shakaikyoiku@town.keisen.lg.jp

＜平成２８年度
シンポジウム

県公連の役員＞

去る６月２日開催された福岡県公民館連合会の評議員会において、平成２７年度の事業報告及び平成２８年度
の事業計画等が承認されました。
また、本年度は役員の改選期でしたので、就任された方々を併せて紹介します。
【会長・副会長】
役職名
会

氏

名

所属・職名

長

中嶋

裕史

須恵町長

副会長

重松

孝士

福岡県社会教育委員連絡協議会長

副会長

室井

昭博

東峰村教育長

副会長

伊塚

彰彦

苅田町立中央公民館長

【理事】
地区名

氏

北九州市

菅

福岡市

名

所属・職名

一弥

北九州市市民文化スポーツ局地域・人づくり部生涯学習課社会教育主事

久保田 和広

福岡市市民局コミュニティ推進部公民館支援課長

福岡地区

市

部

長澤

龍彦

筑紫野市教育委員会教育部生涯学習課長

北九州地区

市

部

古賀

敬英

中間市教育委員会生涯学習課長

北筑後地区

市

部

瀧内

教道

うきは市市民協働推進課長

南筑後地区

市

部

水落

龍彦

筑後市中央公民館長

筑豊地区

市

部

山本

一人

田川市教育委員会文化生涯学習課長（兼田川市中央公民館長）

京築地区

町村部

伊塚

彰彦

苅田町立中央公民館長

専門部会

部

水落

龍彦

筑後市中央公民館長

長

【監事】
地区名
北九州市

氏

名

所属・職名

梅下

勝巳

北九州市市民文化スポーツ局地域・人づくり部生涯学習課長

南筑後地区（町村部） 本村

伸治

大木町教育委員会生涯学習課長

【専門部員】
地区名

氏

名

所属・職名

北九州市

西

美代子

北九州市市民文化スポーツ局地域・人づくり部生涯学習課社会教育主事

福岡市

町

宗博

福岡市市民局コミュニティ推進部公民館支援課運営係長

福岡地区

中庭

昭宜

糸島市教育委員会生涯学習課課長補佐

北九州地区

井川

純子

小竹町教育委員会教育課社会教育係長

北筑後地区

宮﨑

康博

筑前町生涯学習課副課長

南筑後地区

水落

龍彦

筑後市中央公民館長

筑豊地区

矢野

義博

嘉麻市教育委員会生涯学習課中央公民館係長

京築地区

末永

浩一

上毛町教育委員会教務課社会教育係長

＜本年度の主な事業＞
１

専門部会
(1) 公民館大会、実践交流会の企画・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６１回

福岡県公民館大会

・期

日

平成２８年８月１０日（水）

・会

場

久留米シティプラザ

・内

容

表彰、講演、インタビュー・ダイアローグ

(2) 公民館実践交流会
県内公民館関係者・コミュニティ施設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
等の交換を通して、これからの公民館の在り方を考える。
・期

日：平成２９年２月１０日（金）

・会

場：イイヅカコスモスコモン（飯塚市）

(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) 公民館事業活性化研修（全公連助成事業）
県内公民館関係者・コミュニティ施設関係者が、様々な研修を通して公民館事業の活性化を通した地域づ
くりの在り方を探る。
・期

日：平成２８年１１月３０日（水）

・会

場：福岡県立社会教育総合センター

(5) 第３８回全国公民館研究集会第６７回九州地区公民館研究大会宮崎大会への参加奨励
・期

日

平成２８年８月２５日（木）～２６日（金）

・分科会場

宮崎観光ホテル

・全体会場

メディキット県民文化センター

(6)公民館活動等充実事業
市町村域で実施する公民館等職員の資質向上や地域の活性化を目的とした取組を支援する。
(7) 公民館全国セミナー（全公連主催）への参加者の推薦
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」
・他県の公民館活動
・県公民館大会誌
・県内公立公民館一覧等

