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ねっとわーく 

 毎年夏休み期間に田川市教育委員会が行っている夏のイベント‘たがわトコナツＫＩＤS’は、田川市内の小学

校高学年の子どもたちの『楽しく学ぶ』をテーマに、さまざまな体験活動を実施しています。公民館はもちろん、

市内にある市民プールや体育館等の施設を利用し、子どもたち同士の交流や地域の方々とのふれあいを通して『楽

しむ・知る・学ぶ』を身につけてもらい、子どもたちにとって忘れられない楽しい夏休みになるようにスタッフも

勉強中です。今年で６回目の開催となるトコナツＫＩＤＳは多くの人の協力や参加により周知も進み、予想以上の

参加者となりました。毎年違ったもの、新しいものを子どもたちに伝えていくことはとても難しいですが、子ども

たちが普段できないような体験を少しでも多く経験させてあげることができるよう事業に取り組んでいきたいと

日々思っています。 

第５５回福岡県公民館大会開催地：田川市 

①  

②  
③  

① トコナツＫＩＤＳ昼食風景 

② 料理教室（手作りスモーク体験） 

③ ちぎり絵教室のようす 



 

 

 

  
大里東校区は、門司区・大里の東部に位置し、JR 門司駅と小森江駅の中間にあります。

校区内には長崎街道大里宿の跡も残り、豊かな自然と歴史に恵まれた住みやすい地域です。 
 大里東市民センターは平成 19 年 3 月に新築・移転し、バリアフリーの施設になってか
らは、妊婦さんや小さな子ども連れの方にも気軽に利用していただけるようになりました。 
 
 
 
 北九州市では平成 14 年度から各区単位で子育てサポーターを養成し、門司区でも子育
てを応援するたくさんのサポーターさんが登録されています。 
 その子育てサポーターさんと門司区内の各市民センターで活動中の育児サークルの親子
が交流を深める場を提供することを目的に、「ちびっこまつり」を平成 19 年より３年間実
施しました。  

１年目は「集まろう」をテーマに、どの月齢の子
どもでも楽しめる人形劇鑑賞と、親子ビクスをしま
した。また、生活支援課主催の「門司区育児サーク
ルリーダー研修会」も行われました。 

 
 ２年目は「広めよう」をテーマに、多くの人が自
由に参加出来るように運動会を行いました。 
“それいけお母さん（写真左）”や“パン食い競争”
“玉入れ”などの種目に、お母さん達も子ども達以
上に楽しんでいました。 

  
 
 ３年目は「深めよう」をテーマに、運動会に加え
て、野菜人形劇“ベジタブル”さんに野菜を使った人
形劇を上演してもらい（写真右）、朝ごはんの大切さや、
旬の野菜を食べることの重要性も学びました。近くの
保育園の年長組さんを招待して一緒に見ました。 
 ３年間「ちびっこまつり」を継続してきたことで、
育児サークルや親子同士のつながりが深まったと同時
に、まちづくり協議会や地域のボランティアさん達の
協力が得られるようになったのが大きな成果でした。 
 
 今後は、働くお母さんや家にこもりがちな親子にも
気軽に参加してもらえるような企画を考えながら、地域ぐるみの子育ての実現を目指して、
市民センターが中核的な役割を果たしていきたいと思います。 

北九州市立大里東市民センター 
地域の概要 

問い合わせ先：大里東市民センター  北九州市門司区下二十町３番７号 

          TEL 093-371-4419  FAX 093-371-4008 

          e-mail：dt-cc@ktqc02.net 

ちびっこまつり 



公民館と子どもたち 
久山町中久原分館 

 

 久山町の中久原分館は、町内８分館の一つで、３１３世帯、小学生６６人の地区である。久原

地区の中心部に位置しており、新しい住宅も増えている。また、夏に行なわれる祇園祭りは、１

００年以上の歴史があり、昔から地域行事の盛んな場所である。 

 現在でも、育成会費を地域住民全員から集めており、地域で子どもたちを育てていこうという

意識を持つようにしている。 

 

◆分館におけるアンビシャス運動◆ 

  以前から分館行事として奉納相撲・万度参り・運動会・ほっけんぎょうなどが行なわれてい

たが、平成１４年度からアンビシャス運動として分館活動を行なうようになった。 

 

① 祇園祭り（７月） 

  地域伝統行事に参加。 

  女子児童全員で祭りのための灯籠絵付けや灯籠立てをする

など準備作業をしている。 

祭り当日の奉納相撲は、男子児童全員が参加している。ま 

 た、祭り前に礼儀作法などを学ぶ相撲教室も行われている。 

奉納相撲の翌日早朝から行われる万度参りに、高学年男子、 

中学生男子も参加している。 

  

② 納涼演芸大会（８月） 

  ８月にある納涼演芸大会に、子どもたちも出演し、よさこい踊りを披露している。 

 

③ 中久原運動会（１０月） 

  組合対抗の運動会で、子どもたちも競技に参加している。 

  また、ゴールテープを持つ係、用具係など、運動会の運営にも子どもたちが関わっている。 

 

④ 地域通学合宿（１０月） 

  小学５，６年生対象で、３泊４日の合宿が行われている。 

  子どもたちに５食分のお金をわたし、献立を考えさせ、買い物をさせている。 

以前は指導型の通学合宿であったが、現在は子どもたちの自主性に任せる通学合宿が出来る

ようになった。 

 

⑤ ほっけんぎょう（１月） 

前日に高学年の児童が準備を手伝っている。 

当日の点火は、高学年の児童が担当。 

  火が弱くなったところで、餅を竹に刺して焼いて食べると 

いう体験もしている。 

 

○ 活動による成果 

 ・ 気軽に声を掛け合ったり、挨拶をしあったりするようになった。 

 ・ 子どもたちが異年齢で関わるようになった。 

 ・ 様々な事に興味を持ち、積極的に行動するようになった。 

 ・ 地域全体が元気になった。 

 ・ 子どもたちの親が分館活動に参加するようになった。 



子どもたちを地域で見守り・育む 

大牟田市三川地区公民館  

 

 三川地区公民館がある三川地区は、大牟田市の单西部に位置し熊本県荒尾市と境を接し、歴史あ

ふれるまちです。また、石炭の積出しのために築かれた三池港があり、三池港周辺には近代化遺産

が多数存在する地域です。地区公民館では、子どもたちを地域で見守り、自主性や想像性を育み心

豊かでたくましい子どもに育つことを目的として様々な事業に取り組んでいます。 

●友・遊広場（子どもの居場所） 

地域の人、公民館で活動しているサークルや生涯学習ボランティア登録派遣事業（まなばんかん）

で登録の個人・グループのボランティアの協力を得て、毎週土曜日（午前１０時～正午）、子ども

の居場所を開設しています。ボランティアは、企画スタッフ・見守りスタッフで構成され、企画ス

タッフは芋苗植え、餅つき、お菓子づくり等の企画・運営を行い、見守りスタッフは、読み聞かせ、

卓球の指導及び館内で自由に遊ぶ子どもたちを見守っています。 

また、居場所は、貴重な体験活動の場であり、あいさつの大切さや社会ルール等をボランティア

から楽しく学んでいます。 

さらに、子どもたちが主体的に企画し運営する友・遊キッズも活動をしています。 

 

 

 

 

 

● 三池港開港１００周年記念事業「発見！有明海とエコアート」  

三池港開港１００周年にあたり、海、そして地域の財産である三池港に目を向け、その大切さ・

素晴らしさについて考える機会として事業を実施しました。また、事業の一環で、みなと小学校の

総合学習で「有明海についてもっと知りたい」と題し、学習会を行いました。  

 

 

 

 

 

●ゆっくり子育て講座 

 乳幼児を持つ母親を対象に出会いの場を作り、ゆっくりと語らいの 

場を設ける等、子育ての不安・悩み・ストレスを解消し仲間づくりを 

行いました。 

現在、三川地区公民館では、２つの子育てサークルが親子で楽しく活動しています。 

【問合せ先】 大牟田市三川地区公民館  TEL 0944-52-5957・FAX 0944-52-5998 

 

  

 

  

 



 

 

 飯塚市では、学校の放課後や週末等に小学校の余裕教室や公民館を活用し、各学校・地域との連携を深めな

がら積極的な学習意欲を支援し、子どもたちの「生きる力」と「心豊かな成長」を支援すると同時に、安心・

安全な居場所となり学習意欲の向上や基本的な生活習慣などを含めた総合的な学習の場となり、健やかな成長

を支援することを目的として標記の事業を国・県の補助を受けずに、市の単費で実施しています。 

  

内容は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この 2 つのほかにも市内全２２小学校区で、それぞれの地区に応じた特色のある事業を各地区の公民館を中

心に展開しています。 

また、事業の中では、 ①学習アドバイザー・・・・講師 

            ②安全管理人・・・・・・・見守り 

            ③コーディネーター・・・・事業の調整や連携 

を設置しています。それらはすべて、「生涯学習ボランティアネットワーク事業」でボランティア登録をして

いただいた方々に担っていただいています。 

ボランティアの方々は、様々な知識や技術を持った方々やＰＴＡ・子ども会・老人クラブなどの団体に所属し

て、社会参加意欲を持っていらっしゃるなど様々な方々が登録されています。 

 

①パティシエ入門(1)
②パティシエ入門(2)
③習字教室
④フラワーアレンジメント教室
⑤グラウンドゴルフ教室 など

【主な開催場所】
・飯塚東公民館
・飯塚東小学校

①パティシエ入門(1)
②パティシエ入門(2)
③習字教室
④フラワーアレンジメント教室
⑤グラウンドゴルフ教室 など

【主な開催場所】
・飯塚東公民館
・飯塚東小学校

 

 

①卓球教室 ②茶道教室 

③洋裁教室 ④ジャグリング教室 

⑤幸袋倶楽部（アンサンブル） 

⑥銃剣道           など 

【主な開催場所】 

・幸袋公民館 

 

 

 

【実施期間】 ①土曜日（午前９時～１２時） ※学校の学期単位 

       ②オーダーによっては、平日の放課後～午後６時 

【開催場所】 各公民館や各小学校の余裕教室を拠点とする 

【実施主管】 各地区放課後子ども教室推進事業運営委員会 

【対  象 者】 各小学校に通学している１年生～６年生 

【費  用】 １講座１００円（必要に応じて材料費） 

【保  険】 市民総合賠償補償保険、公民館総合補償制度 （見舞金制度） 

【現計予算】 （２２年度）３，４３２千円（＝１５６千円×２２小学校区） 

問い合わせ先：飯塚市中央公民館 TEL0948-22-3274 FAX0948-22-3609 



＜平成２２年度 県公連の活動＞

去る６月１６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２１年度の事業報告及び平成２２年

度の事業計画等が承認されました。

本年度の主な事業と理事、専門部員の方々が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 氏 名 所属・職名

会 長 中嶋 裕史 須惠町長

副会長 正平 辰男 福岡県社会教育委員

副会長 室井 昭博 東峰村教育長

副会長 藤川 勇 行橋市中央公民館長

【理事】

地区名 氏 名 所属・職名

北九州市 上原 浩二 北九州市教育委員会生涯学習課社会教育主事

福岡市 北崎 博三 福岡市公民館支援課長

福岡地区 町村部 原 健吾 那珂川町教育委員会社会教育課長

（ ）北九州地区 市 部 吉田 順一 宮若市教育委員会社会教育課長 兼宮若市中央公民館長

北筑後地区 町村部 福永 康雄 大刀洗町教育委員会生涯学習課長

南筑後地区 市 部 冨安 徹 大牟田市教育委員会生涯学習課長

筑豊地区 町村部 池本 敏春 大任町教育委員会教育課長

京築地区 市 部 藤川 勇 行橋市中央公民館長

専門部会 部 長 木下 勝範 福岡市公民館支援課係長

【監事】

地区名 氏 名 所属・職名

京築地区 （市部） 吉野 正保 豊前市中央公民館長

北筑後地区 町村部 寺原 裕明 筑前町公民館長（ ）

【専門部員】

地区名 氏 名 所属・職名

北九州市 佐藤 八代江 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 黒田 俊彦 福津市地域生活部郷育推進課長

北九州地区 末吉 靖彦 芦屋町中央公民館長

北筑後地区 中村 裕幸 久留米市文化観光部生涯学習推進課長補佐

南筑後地区 中野 重則 大牟田市三川地区公民館長

筑豊地区 生永 健一 田川市教育委員会生涯学習課主任

京築地区 松嶋 繁子 豊前市教育委員会教育課社会教育係長



＜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

(3) 新規事業の構築

２ 研究・研修事業

(1) 第５５回 福岡県公民館大会

・期 日 平成２２年８月４日（水）

・会 場 田川文化センター

・内 容 表彰、記念講演、シンポジウム

(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２３年２月３日（木）

・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６１回九州地区公民館研究大会、全国公民館研究集会への参加奨励

【第６１回九州地区公民館研究大会】

・期 日 平成２２年１１月１１日（木）～１２日（金）

・主 会 場 沖縄県立武道館アリーナ棟

・分科会場 ８分科会

【全国公民館研究集会】

・期 日 平成２２年１０月１４日（木）～１５日（金）

・主 会 場 石川県立音楽堂 他６会場

(5) 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

・県公民館大会誌掲載（第１１回～４０回、５５回）

・県内公立公民館一覧等



第５５回福岡県公民館大会報告 

 

第５５回の福岡県公民館大会が、炭坑節

発祥の地、田川市におきまして、県内各地

から公民館に関わっている約１，０００名

の方々にご参加をいただき、盛大に開催す

ることができました。 

今日、少子高齢化の進行、地域社会の人

間関係の希薄化、情報化の進展等社会情勢

の変化に伴い、青少年の育成や県民の学習

ニーズへの対応など、公民館の役割はますます重要になっています。 

そのような中、地域住民の身近な交流・

学習の場である公民館が、これまで果たし

てきた役割を踏まえ、新たな地域づくりや

まちづくりに向け、地域における社会教育

の拠点として、大きな期待を担っていると

ころです。 

 そこで、今回は、県内の公民館関係者が

一堂に会し、地域づくりの核となるこれか

らの公民館のあり方について探究し、以て

公民館活動の一層の充実・発展に資するため、「活力ある地域を創造する公民館活動のあ

り方」をテーマとして、記念講演、シンポジウムを行いました。 

 

大会式典の表彰式では、地域の公民館活動

の振興に顕著なご功績があった３２名の公

民館役職員の方々と、公民館運営並びに事業

が優秀な３館の公民館に対しまして、福岡県

公民館連合会から表彰を行いました。表彰を

受けられた皆様には、これまでのご尽力に対

しまして、心から敬意を表します。 

                   （優良公民館表彰を受ける筑後市徳久公民館） 



【記念講演】 

「地域づくり・まちづくりと公民館の現

代的役割」と題して、茨城大学生涯学習教

育研究センター准教授の長谷川幸介氏に記

念講演をしていただきました。今日的な課

題から学校・家庭・地域の連携のあり方や

公民館の役割について、ユーモアを交えな

がらわかりやすくお話しいただき、大変参

考になりました。 

（記念講演をする長谷川幸介氏） 

【シンポジウム】 

 

 

 

 

 

 

 

 （コーディネーター：黒田副所長）      （シンポジスト：左から森下館長、

川口事務局長、冨安課長） 

福岡県立社会教育総合センター黒田修三副所長をコーディネーターとして、糸島市南風

公民館 森下碩哉館長、ＮＰＯ法人子育てなかま 川口克代専務理事、大牟田市教育委員

会生涯学習課 冨安徹課長にご登壇いただきました。 

本大会テーマに沿って、公民館がめざしてきた「人づくり」から「人と人とのつながり

づくり」へ、さらには「地域づくり」へと発展していくプログラムのあり方について協議

していただきました。 

  

 本大会を開催するにあたり、田川市をはじめ田川郡のご尽力により成功裡に終えること

ができました。また、参加者の約 3 分の１の方々のアンケートにより、貴重なご意見やご

感想等をいただきありがとうございました。さらなる大会運営の改善に努めてまいります

ので、今後とも公民館活動の充実・振興のためにご尽力いただきますようよろしくお願い

します。 




