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第６２回福岡県公民館大会開催地：筑後市
●チャレンジ科学教室

●習字ボランティア

●チャレンジ料理教室

●ディサービス

筑後市は、中央公民館(公立)１館、公民館７４館(自治)があり、市民力を活かし「いつでも、
どこでも、だれでも、なんでも」学べるまちづくりを目指しています。
夏休みには、中央公民館講座で小学生を対象に「チャレンジ教室(科学・料理)」を開設してい
ます。科学教室(中央公民館と八女工業高校共催)では、高校生の親切・丁寧な協力を得ながら、
楽しくものづくりに取り組んでいます。料理では、学校調理員さんの指導のもと、料理づくりに
挑戦し「食」への関心・興味を広げています。
また、中央公民館主催の講座を受講された方々が自主サークル(４５団体)を立ち上げられてい
ます。その中で市内の小学校で習字ボランティアとして学習支援を行なったり、活動を地域に広
げられたりしています。自治公民館の活動では、市内にある九州大谷短期大学福祉学科と連携し
て、学生さんのアイディアを活かした地域ディサービスや、各館、地域の特色を生かした活動に
取り組んでいます。これからも、住民の自治能力の向上をねらいとした、講座、事業などを充実
させ地域の活性化を図っていきます。

外国人と日本人との多文化交流
「 外国人学生との交流会 ｉｎ ＭＡＩＤＡＳＨＩ」
福岡市馬出公民館
○地域の特色
福岡市東区は７区の中で最も外国人が多く（平成２８年１２月末現在、東区の登録人
口 311,575 人のうち外国人は 9,498 人）その総数も着実に増加しており、外国人居
住者へのサポートと良好なコミュニティを形成していくことが課題となっています。
馬出校区においても、外国人居住者が 1 割（約千人）におよび、今後も増加が見込ま
れることから、今年２月５日、当公民館にて、近隣の愛和外語学院、福岡成蹊学園の日
本語学科留学生（11 ヶ国）１６人を招き、校区住民参加者 25 人との「外国人学生と
の交流会 in MAIDASHI」を開催しました。
○交流会の概要
～ いっしょに料理を作り、「いただきます！」 ～
日本料理は、カトレア女性の会スタッフ指導：「お雑煮」＆「野菜の朝漬け」。外国
料理は、外国人学生、レクリエーション団体スタッフ指導：
「ひよこ豆ときゅうりのサ
ラダ（ネパール）」＆「バナナと小豆のチェー（ベトナム）」を作りました。
外国人参加者の国籍・宗教・慣習にも配慮し、肉類・魚介類は使用せず、しょう油
や酢もアルコールが含まれていないものを使用しました。
作った料理は、国によっては「いただきます」のあいさつがない国もありますが、
この日は、日本式で公民館長のかけ声で皆さん一緒にいただきました。
～ 民族衣装で「ファッションショー」と「フォークダンス」～
馬出校区の皆さん・外国人学生の皆さんが一堂に会して、お国自慢のショーと音楽
に合わせ、２人組から４人組さらに８～１６人と膨らみ、最後は一つの輪になって楽
しく笑顔で踊りました。最初の緊張は「何処へやら」、交流を深めることができました。

○今後の取組み
馬出公民館では、校区住民と外国人居住者との良好なコミュニティ関係を築くため、
この交流会を契機に、今後も体育祭・文化祭等の催事にも両学園を中心に参加していた
だき、校区住民の協力を得ながら、引き続き交流を続けていきたいと思っております。
【問い合わせ先】
〒812-0054 福岡市東区馬出 1 丁目 12-33 福岡市馬出公民館
ＴＥＬ: 092-651-0605 FAX : 092-651-0609
Ｅ-Mail : maidashi14@jcom.home.ne.jp

「こたけプレーパーク」～子どもの頃の体験は、豊かな人生の基盤～
小竹町中央公民館
【地域の概要】
小竹町は、福岡県のほぼ中央に位置し、長崎街道を擁する交通の要衝の地と
して栄え、遠賀川沿いには小さな竹藪が生い茂り「小竹の処」とよばれていた
ことが、町名の由来といわれています。現在、町内には中央公民館のほか、区
公民館、住民センター等の区集会施設があり、区公民館活動を行っています。
【活動の経緯】
子どもたちがのびのびと活動できる事業は？と、
考えたのが『こたけプレーパーク』。子どもたちが
将来、自分たちでしっかりと考え、行動できる人
になれるよう体験活動をとおして、仲間とともに
多くのことを感じ、「感性・社会性・創造性を育む
こと」を目的に、小学校６年生まで(就学前の子ど
もは保護者同伴)を対象とした事業を実施しています。
【活動の内容】
毎月１回２時間程度、中央公民館、体育館、近くの山などが活動の場となり
ます。事業の実施に当たりスタッフは、
「強制なしが魅力」
「自主性を尊重」
「子
どもの感性にまかせる」「やる気になる言葉かけ」「具体的にほめる」などの共
通意識を持って子ども達と接します。自由遊びで
は、新聞紙を使って弓矢を作ったり、ダンボー
ルを使ってロボットを作ったりと、子ども達の
創造力には驚かされることもあります。
また、紙飛行機飛ばしでは、「こういうふうに
飛ばすと、良く飛ぶよ。」とスタッフに教えてく
れることもあり、とても頼もしく感じることも
あります。
【今後の課題】
野外での活動は、天候を考慮し複数のプログラムを常時準備する必要がある
こと。また、子どもの見守りをしっかりと行うためには、スタッフの確保に努
める必要があると考えています。
【問合せ先】
〒820-1103 鞍手郡小竹町大字勝野１７５７番地 小竹町中央公民館
電話：09496-2-0452 ＦＡＸ：09496-2-6899
Ｅ-mail:chukou@trust.ocn.ne.jp

イキイキ！通学合宿
苅田町立小波瀬コミュニティセンター
１．地域の紹介
苅田町は、北九州市と行橋市の間に位置する人口約３万７千人、面積４７平方キロメートルの
町です。東は周防灘に面して、国際貿易港・苅田港と広大な臨海工業地帯が広がっています。ま
た、苅田港沖には北九州空港があり、苅田港、東九州自動車道苅田北九州空港インターチェンジ
と併せ、陸・海・空の交通結節拠点となっています。
２．事業のねらい
苅田町では、毎年、子ども達が親元を離れて共同生活を体験することにより、家族の大切さを
認識するとともに、子ども達の自主性・自発性・協調性を高め、心豊かでたくましく生き抜く力
を育むことを目的に、地域の公民館等に宿泊し、学校に通う通学合宿を行っています。
【通学合宿のめあて】
[が] がまんする力を身につけ、豊かな心を育もう
[つ] つらい事や楽しい事を共有する友だちをつくろう
[し] 社会性を身につけよう
[ゆ] 有意義な１日を過ごそう
[く] 挫けず、最後までがんばろう
３．事業の内容
平成２８年度は、６月１２日～１８日（６泊７日）の間、苅田町立与原小学校児童（４～６年
生）２６名が苅田町立小波瀬コミュニティセンターで寝食をともにしながら、日常生活の基本を
自分自身で行い、学校に通いました。初日に食育教室を開催し、自分たちで話し合って朝夕の献
立をつくり、買い物や調理、片付けなどみんなで助け合いながら行いました。
また、期間中は、地域の方のお宅へ訪問し、もらい風呂をさせて
いただいたり、空き時間には、竹とんぼ、ゴム鉄砲、折り紙など、
ものつくりを体験したりしました。その他、漁船に乗船して、苅田
町の工場群や北九州空港などを海の上から見たり、海の生き物を
観察したりしました。
最後の夜には、先生や地域の方を招待してパーティを開催しまし
た。わたがし屋、射的屋、食べ物屋、宝探しゲームなどを企画して
みんなで楽しい夜を過ごしました。
通学合宿を通じて子ども達は、一回りも二回りも成長しました。
今後も安全に楽しんで参加できるよう事業内容等を工夫し、継続し
て取り組んでいきます。
【問合せ先】
福岡県京都郡苅田町富久町１丁目１９番地１
ＴＥＬ０９３－４３４－２０４４

苅田町教育委員会 生涯学習課

ＦＡＸ０９３－４３４－５５４３

＜平成２９年度
シンポジウム

県公連の役員＞

去る５月２９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２８年度の事業報告及び平成２９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はありませんが、人事異動等に伴い、新たに就任されている方もいらっしゃい
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

中嶋

裕史

須恵町長

副会長

安部

正俊

福岡県社会教育委員連絡協議会長

副会長

室井

昭博

東峰村教育委員会教育長

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
福岡市

名

所属・職名

菅

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

前野

隆之

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

筑後市教育委員会社会教育課中央公民館長

筑豊地区

市

部

本永

高弘

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

筑後市教育委員会社会教育課中央公民館長

長

【監事】
地区名

氏

名

所属・職名

北九州市

垰谷

章子

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

菅

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

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

昭宜

糸島市教育部生涯学習課課長補佐

福岡地区
北九州地区

中庭
石川

美津恵 小竹町教育委員会教育課社会教育係長

北筑後地区

山内

智志

筑前町教育委員会生涯学習課公民館係長

南筑後地区

水落

龍彦

筑後市教育委員会社会教育課中央公民館長

筑豊地区

山本

賢治

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) 地区別研修会、公民館事業活性化研修の運営補助等
(3) 公民館に関する資料等の収集及び提供等

２

研究・研修事業
(1) 第６２回 福岡県公民館大会
・期 日

平成２９年８月１０日（木）

・会 場

筑後市

・内 容

大会式典、講演、インタビュー・ダイアローグ

サザンクス筑後

(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３０年２月９日（金）

・会 場

飯塚市

イイヅカコスモスコモン

(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２９年１１月３０日（木）

・会 場

福岡県立社会教育総合センター

(5) 第３９回全国公民館研究集会第６８回九州地区公民館研究大会大分大会への参加奨励
・期 日
・主 会 場

平成２９年８月２４日（木）～２５日（金）
大分県大分市

iichiko グランシアタ

他６会場

(6) 公民館全国セミナー（全公連主催）への参加者の推薦

３

・期 日

平成３０年１月３１日～２月２日（３日間）

・会 場

国立オリンピック記念青少年総合センター

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

