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第６７回福岡県公民館大会開催地：糸島市 

 
糸島市では、多様な市民ニーズに応えるため令和２年度に市立公民館からコミュニティセンターへ移行

しました。コミュニティセンターは、地域のまちづくりの拠点施設として、校区のコミュニティ活動の支
援のほか、地域の学習ニーズに応じた生涯学習講座の開催や、市民によるサークル活動の支援など、住民
主体のまちづくりや、市民の生涯学習を推進するための事業を行っています。 
 また、生涯学習課では、小学生を対象とし、生活体験や自然活動を行う「ドリームトレイサー」事業や、
移動式天文台が市内各地を訪問し、星空観察を行う「いとしま天文台」事業など、糸島市の豊かな自然環
境を生かした各種事業を行い、子どもの主体性や自ら考える力、心豊かにたくましく生きる力を身に付け、
将来社会で活躍できる人材を育んでいます。 

コミュニティセンター主催講座 いとしま天文台 

  
高齢者教室「笑って健康！落語会」 星空観察会 

  

小学生あそび体験クラブ「ドリームトレイサー」 

 
 

野外調理 沢登り 



地域と共に歩む市民センター 

尾倉市民センター 

【地域の概要及び経緯】 

尾倉地区は北九州市八幡東区の玄関、JR 八幡駅から皿倉山の麓へと続くエリアです。山手バス

道路を境とし、平坦地と急斜面の地形に別れ、南は帆柱自然公園（皿倉山）、北は九州製鉄所と洞海

湾。東は中央地区、西は前田地区に接しています。 

また、近隣には北九州市立八幡病院、八幡東生涯学習センター、八幡図書館、響ホールもあり医

療や自然と文化に恵まれた地域です。 

尾倉地区の人口は約 9 千人で、高齢化率は 35.2％と高く、高齢者の一人暮らし・夫婦二人暮ら

し世帯が多くみられます。 

そこで、尾倉市民センターでは一人でも多くの地域の方に市民センターに来ていただき交流を図

ることを目的に、講座と軽い食事を組み合わせた企画を実施しました。学んだことを単に「いい話」

に終わらせず生活技術として生かしてくこと、また地域の居場所づくり、顔見知りの関係性を一歩

進めることを目標に始めたのが、「茶論(さろん)おぐら」です。平成 27 年度は生涯学習市民講座と

して年間 12 回実施し、毎回 60 人前後の参加者を得て好評だったことから、尾倉まちづくり協議

会から支援の申し出があり、平成 28 年度からは市民センターと尾倉まちづくり協議会健康・福祉

部会との共催で運営することになりました。 

 

【活動内容】 

「茶論おぐら」は毎月第２火曜日に開催しています。11 時から約

1 時間、健康に関わる講座などを行い、12 時からは地域のボランテ

ィアによって作られた昼食を食べて交流を深めています。会場設営か

ら配膳、後片付けなども参加される地域の方が自主的に行っていま

す。（現在食事の提供は、新型コロナウイルス感染症予防対策のため

中止しています。） 

講座は座学だけではなく、尾倉健康づくり推進員主導で行われる 

ウォーキングやニュースポーツなど身体を動かすことを目的とした 

内容も取り入れています。 

 

【成果と課題】 

成果として「茶論おぐら」の開催日は、毎朝 9 時から実施してい

るラジオ体操後、残ってくれた有志が会場設営や受付を行い、講座後

の昼食の後片付けなど積極的に参画していただいており、単なる「参

加者」から、「役割意識」を持つ集まりへと変貌したことです。 

課題としては、参加者の固定化が進み、新たな参加者が増えないことです。また、新型コロナ感

染症の影響で、この 2 年間は中止になることも多く、開催しても定員を設け事前予約制で行うこと

になり、以前のような「茶論おぐら」を開催することが出来ずにいます。 

これからは、日々変化する新しい生活様式の中、様々な工夫をしながら地域の居場所づくりとし

ての「茶論おぐら」を開催し、一人でも多くの方に尾倉市民センターに足を運んでいただきたいと

思います。 

 

【問合せ先】 北九州市立尾倉市民センター 

〒805-0059  北九州市八幡東区尾倉 1-15-2 

ＴＥＬ 093-661-0516 ＦＡＸ 093-661-0528 

【写真１：五目お手玉】 

【写真２：食事の風景】 

【写真２：食事風景】 

【写真１：五目お手玉】 



公民館事業方針（3 か年計画）の設定と 1 年次の取り組み  

～学びを通じた人づくり・地域づくりを目指して～  

宇美町中央公民館  

【地域の概要及び経緯】  

宇美町は、令和 2 年（2020 年）に、町制 100 周年を迎えました。一本松公園（昭和

の森）などの豊かな自然や、宇美八幡宮・古代山城大野城跡
あと

などの歴史的・文化的資源が

残る自然と歴史ロマンあふれる町として発展しています。  

 近年は、少子高齢化、防災、情報化社会、さらにコロナ蔓延による新しい生活様式への

対応が求められ、公民館講座においても、優先順位を決めて、さらに３年先には、どのよ

うな姿を目指すのか等見通しを持った事業展開が必要と考えています。  

 

【活動内容】  

 公民館の将来像として「地域から親しまれる中央公民館」「住民や地域に必要な学びを

提供する中央公民館」「交流を通じて地域の絆を作る中央公民館」を立て、その達成に向

けて３つの基本目標①学びを通じた豊かなくらし、②青少年の体験活動充実、③学習成果

を発揮できる環境づくりを設定し取組を行っています。  

①  「スマートフォン講座」（学びを通じた豊かな暮らし）  

 新型コロナウイルスによる新しい生活様式への対応等、

安全にスマートフォンを利活用できることを目的に超初

心者講座、活用講座（LINE,アプリなど）、特別講座（保

護者思春期講座）を計 40 回実施しました。  

②  「ふるさと教室」（青少年の体験活動充実）  

宇美町の自然、歴史、文化、産業等の魅力について意

識を深める活動を通じて、ふるさと宇美への愛着を高め

ることを目的に歴史学習を実施し、本物の土器を触り、

火起こし体験などを行いました。  

③  「つどってうみラボ」（学習成果を発揮できる環境づ

くり）  

受講生等が集い、自由なおしゃべり会を開催しました。

自由に話し合う中で、人と人がつながり、自分の活動や

地域への思いなどを交流し、活動意欲につなげていきま

した。  

 

【成果と課題】  

 公民館の将来像達成のため、事業計画に３つの基本目標を設定したことで、事業の目的

や内容が明確化でき、新たな企画もできるようになりました。今後は、防災、高齢化、情

報化、ＳＤＧ s などの現代的課題についてのプログラムの開発を行っていきます。  

 

 
【問合せ先】宇美町立中央公民館（宇美町教育委員会  社会教育課  社会教育係）  

〒８１１－２１２１  福岡県糟屋郡宇美町平和１－１－１  

TEL ０９２－９３３－２６００  FAX ０９２－９３３－２７４１  

 

【超初心者講座の様子】  

 

【火起こし体験の様子】  



親子ＤＥちくご発見隊 

筑後市中央公民館 

【地域の概要及び経緯】 

筑後市は筑後平野の南部に位置する人口５万人弱の田園都市である。古くから盛んであった農業に加

え、大手製造業の工場も複数立地している。また、県内最大規模の県営公園である県営筑後広域公園や

九州芸文館、ホークスベースボールパーク筑後、恋木神社で有名な水田天満宮やアニメ「鬼滅の刃」の

聖地と言われている溝口竈門（かまど）神社などもある。 

しかし、筑後市に住んでいながら、筑後市のことを知らないという人も多い。子どもと保護者（親子）

で筑後市の魅力をみつめなおすことで、「地域を愛する心を育み、将来的に筑後に残って筑後に貢献でき

る子どもを育てたい」「発見したことを家庭での共通の話題として親子の会話につなげるとともに、親子

の絆を強めるきっかけとしたい」という思いで、この「親子ＤＥちくご発見隊」を企画した。 

 

【活動内容】 

 参加者は親子５組１０名で、令和 3 年７月～１２月に６回計画

した。しかし、２回（８月と９月）はコロナ禍で中止せざるを得な

かった。 

日時及び内容は以下の通りである。 

１回目 ７月３１日（土）開講式、オリエンテーション、市のお仕

事発見（税務課より、税の話。消防署の施設見学及び救急救命処

置、ＡＥＤの使用法体験） 

２回目 ８月２０日（金）環境に優しいことを考えよう →中止 

（クリーンセンター、リサイクルプラザ見学を予定） 

３回目 ９月１１日（土）特産品リサーチ →中止 

 （お茶のおいしい入れ方教室を予定） 

４回目 １０月３０日（土）川の駅船小屋「恋ぼたる（筑後市が設

置した温泉施設）」見学 

 （温泉館・物産館のお仕事見学、魅力発見【写真１】） 

５回目 １１月１１日（土）史跡見学及び発掘の魅力発見 

 （奈良～平安時代の竪穴住居後等がたくさん残る、前津「丑ノマ

ヤ遺跡」の見学及び発掘体験【写真２】） 

６回目 １２月４日（土）見学のまとめ 

（中止なった「お茶のおいしい入れ方教室」を実施） 

  

【成果と課題】 

今回は、コロナ禍のため市役所関係の施設見学や体験等を主なものとして行った。しかし、参加者か

ら、「筑後に住んでいても知らないところや、知らないことがたくさんあることが分かった。」「恋ぼたる

の温泉に含まれる成分が、鍾乳石のように固まっていてすごかった」「史跡発掘体験では、竪穴住居の竈

のけむり穴など、竪穴住居のつくりが分かって面白かった」等の感想が寄せられ、魅力に気づいてもら

うことができたと考える。 

課題として、コロナ禍のために実施できなかった「工場見学」「農業体験」「各種施設のバックヤード

見学」等が実施できれば、参加者も増え更に充実した「親子 DEちくご発見隊」になると考えている。 

 

 

【写真１：「恋ぼたる（温泉館）」の様子】 

 

 

 

【写真１：温泉館見学の様子】 

【問合せ先】 筑後市中央公民館 

〒８３３－８６０１  筑後市大字山ノ井８９９ 

ＴＥＬ ０９４２－５３－２１７８ ＦＡＸ ０９４２－５３－４２１６ 

 

【写真２：史跡発掘体験の様子】 



 

芋堀り活動 

長光公民館 

【地域の概要】 

 香春町は福岡県東北部に位置しており、東西 6.45km、南北 10.6km の街です。 
町の北部は北九州市小倉南区、南部は赤村、大任町、東部はみやこ町、西部は田川市、福
智町と接しています。国道 201 号と 322 号が交差し、北には福智山系の牛斬山と、西
に香春岳（一ノ岳、二ノ岳、三ノ岳）、東に貫山々系の龍ヶ鼻・障子ヶ岳・大坂山（飯岳
山）があり、山々の緑に囲まれたところです。 

 

【事業の経緯】 

長光公民館は、年間を通して様々な活動を行っています。4 月は地元に古宮八幡宮の神

幸祭の準備のため、山笠の作成を行い、6月には廃品回収（年 4 回）、7・８月には夏休

みの子どもたち向け朝のラジオ体操、盆踊りの練習、秋にはゲートボール大会、冬にはク

リスマス会を行っていました。しかし令和 2 年度は、春の神幸祭がコロナ禍の影響で中止

になりました。そこで新たに設定した「芋堀り活動」を紹介します。 

 

【活動内容】 

長光区長や老人会、地元の有志の方々と相談した結果

「芋掘り」を行いました。 

令和 2 年度には、芋苗を購入するための予算確保の

ために年間４回の廃品回収を行いました。その予算を用

いて、地元の有志の方の畑をお借りして約５００～６０

０本の苗を植えました。芋が枯れないように、数十名の

有志の方と共に水の管理、除草などを行いました。子ど

も会や採銅所保育所の園児と一緒に収穫しました。参加

者に大変好評で、令和 3 年度より農協から補助金を出

していただけるようになり、事業の規模を拡大するこ

とができました。 

 

【成果と課題】 

 令和２・3 年度の芋掘り活動は、子どもたちに好評

で、「また来年も芋掘りをしたい」という声があり、保

育園の先生方からも「芋掘りが未経験な子どもがいた

ので、子どもたちにとって良い体験となった」という

お声をいただきました。また、敬老会の方々にも配布

して大変喜ばれており、令和 4年度も地域の行事とし

て位置づけています。 

 これからも多くの方に喜んでいただくために、地域の方と連携し、事業を進めていきた

いと思います。 

 

 【問合せ先】 香春町生涯学習課生涯学習係 

〒822-1492  田川郡香春町高野９８７－１ 

ＴＥＬ 0947－32－8410 FAX 0947－32－2513 

地域の人の指導の様子 

大満足な子どもたち 



シンポジウム 

 

＜令和４年度 県公連の役員＞ 

 

 去る５月２５日に開催された福岡県公民館連合会の評議員会において、令和３年度の事業報告及び令和４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すので、就任された方々を併せて紹介します。 

 

【会長・副会長】 

役職名 氏 名 所属・職名 

会 長 片峯 誠 飯塚市長 

副会長 安部 正俊 福岡県社会教育委員連絡協議会長 

（久山町教育委員会教育長） 

副会長 宮崎 敏宏 筑前町教育委員会教育長 

副会長 八尋 孔兵 糸島市地域振興部コミュニティ推進課長 

 

【理事】 

地区名 氏 名 所属・職名 

北九州市 横川 大信 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 

福岡市 松枝 勉 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 町村部 藤 幸三 篠栗町教育委員会 社会教育課長 

北九州地区 町村部 高祖 睦 水巻町教育委員会 生涯学習課長 

北筑後地区 市 部 森山 有希子 久留米市市民文化部生涯学習推進課長 

南筑後地区 市 部 溝上 真広 柳川市中央公民館長 

筑豊地区 町村部 村上 きぬよ 糸田町教育委員会 町民会館長 

京築地区 市 部 髙野 淳 豊前市中央公民館長 

専門部会 部 長 二宮 譲 遠賀町教育委員会 生涯学習課係長 

 

   

【監事】 

地区名 氏 名 所属・職名 

福岡地区 藤 幸三 篠栗町教育委員会 社会教育課長 

京築地区 寺尾 一紀 行橋市中央公民館長 

 

 

【専門部員】 

地区名 氏 名 所属・職名 

北九州市 菅 恒弘 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係長 

福岡市 上野 真由美 福岡市市民局コミュニティ推進部公民館支援課公民館係長 

福岡地区 松下 亮二 那珂川市教育委員会教育部社会教育課主任主事 

北九州地区 二宮 譲 遠賀町教育委員会生涯学習課社会教育係長 

北筑後地区 香田 修子 小郡市市民福祉部コミュニティ推進課企画主査 

南筑後地区 河野 美咲子 みやま市教育委員会社会教育課社会教育係長 

筑豊地区 上野 智裕 嘉麻市教育委員会生涯学習課 中央公民館長 

京築地区 西本 竜二 苅田町教育委員会 生涯学習課 生涯学習担当係長 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜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 

(4) 視察・報告事業 

 

２ 研究・研修事業 

 (1)第６７回福岡県公民館大会 

    ・期 日 令和４年８月２４日（水） 

     ・会 場 九州大学伊都キャンパス 椎木講堂 

    ・内 容 大会式典、講演、パネルディスカッション等 

 

 (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

換をとおして、これからの公民館の在り方を考える。 

   ・期 日 令和５年１月２７日（金） 

   ・会 場 宗像市 宗像ユリックス 

 

 (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。 開催の可否については当該地区で検討 

  【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、公民館事業の活性化をとおした地域づくりの在り方を探る。 

・期 日 令和４年９月２８日（水） 

・会 場 福岡県立社会教育総合センター 

 

 (5) 公民館全国セミナー（全公連主催）への参加者の推薦 

・期 日 令和５年１月１１日（水）～１月１３日（金）（予定） 

・会 場 東京駅近辺（予定） 

 

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」 

      ・県公民館大会誌 

      ・県内公立公民館一覧等 




