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（写真は本文にも掲載） 

筑前町公民館 

宮若市中央公民館 



 

「校区内の和」を支える 

                       

                        福岡市板付公民館 

【板付校区の概要】 

 板付校区は、人口・世帯数が年々増加し、子育て世代の多い校区です。交通の便が良いの

もその一因と思われ、板付小学校の児童数は今後も増加すると見込まれています。 

 

【活動事業の実際 ～経緯と特徴～】 

〈公民館サークル〉 

館内サークルは３４。団体の会議や公民館の主催事業等を加えると、来館者は年間３万人

近くとなります。公民館は地域住民に利用してもらうためにあるとすれば、その目的は一応

達成できていると思われます。ただし、若い年代層の利用者が少ないのが課題です。 

 

〈お宝大会〉 

今年度で３回目です。 

多くの来館者との話題は、当然ながら多岐にわたります。それらの中で、趣味・特技・ス

ポーツなどについては、特に話がはずみます。そうした折に、テレビ番組をヒントに「お宝

大会をしよう」、ということになりました。参加者には大切にしているお宝を出してもらい、

そのエピソードを書いてもらうことによって見学者に楽しんでもらっています。場合によっ

ては、本人が見学者に直接説明をすることもあります。例えば「文字を持たないアフリカの

サン族のラブレターは、小枝を使って書きます」「自分の手をモデルに、初めて木彫に挑戦

しました」などです。 

 

 

 

 

 

 

 

〈文化祭〉 

今年度で４３回を数えます。 

以前は公民館主催だったそうですが、今は実行委員会を中心に企画し、公民館がいろいろ

と手伝います。下準備は、２カ月前から始めます。サークルと子ども会の展示、発表。 

小学校講堂での発表は、約６時間賑わいます。最後に、抽選会をやって盛り上がります。 

 

【校区内の和 ～成果と課題～】 

何よりも嬉しいことは、「公民館へ気軽に来られる」という声を聞いたときです。そして、

各団体の協力を得ながら校区の行事等を陰ながら支えることに専念していると自負してい

ますが、校区内の和を公民館がどういう形で支えたらいいか？ 永遠の課題と思っています。 

 

 

 

問合せ先：〒812-0882 福岡市博多区麦野１丁目２９－１２ 福岡市板付公民館 

TEL092－581－1117 FAX092－581－2455 Email：itazuke44@jcom.home.ne.jp 

 

  



宮若市高齢者大学（さわやか講座） 

宮若市中央公民館 

１．地域の紹介 

 宮若市は平成１８年２月１１日、旧宮田町と旧若宮町が合併し、誕生しました。福岡市

と北九州市のほぼ中間に位置し、市内中央を貫流する犬鳴川と八木山川の支流域には農地

や市街地が形成され、水と緑に恵まれた地域です。豊かな自然から生み出される美しい  

農産物や脇田温泉などの観光資源を活かしたまちづくりに取り組んでいます。 

２．事業のねらい 

 高齢者に組織的な学習の場や社会的活動への参加の機会を提供し、高齢者が生きがいあ

る充実した生活を送れるようにするとともに地域における指導者としての活躍を期待して

開設しています。 

３．事業の内容 

 毎年６月から３月まで月２回木曜日に開催しています。平成２７年度は人権講演会や防

犯講演会等へ参加して学習する教養講座と、やさしい体操、すっきり体操、絵手紙講座、

初めてのデジカメ講座、盆栽・園芸講座の５つの専門講座を開設しており、全体で１４４

名の受講生がいます。講座ごとに班を構成し、受付、設営、後片付けをしてもらうことで、

受講生による自発的な運営を行っています。１０月頃には社会見学を行い受講生の親睦を

図っています。また、学習の成果を３月の閉講式時に発表・展示をするため、皆さん日々

学習に励んでいます。 

受講生の方からは「高齢者大学でみんなと顔を合わせるのが楽しみです」などの声を聴

くことができ、定期的な学習機会の提供は、高齢者の引きこもり防止に寄与しています。 

   

    やさしい体操       初めてのデジカメ講座       盆栽・園芸講座 

４．今後の取り組み 

 参加者はほぼ定員を満たした人数で推移していますが、男性受講者が少ないので、男性

への参加の呼びかけや、受講生のニーズに合わせた学習内容へ変化を加えながら継続して

いきたいと考えています。 

 

＜問合せ先＞  

〒８２３－００１１ 福岡県宮若市宮田７２番地１ 

宮若市教育委員会 社会教育課 公民館・スポーツ振興係 

Tel：０９４９－３２－０１２３ Fax：０９４９－３２－０２２１ 

Mail：sports@city.miyawaka.lg.jp 



 

 
 

筑前町公民館  

 

 

筑前町は、平成１７年３月に旧夜須町・旧三輪町が合併してできた町です。面積６７． 

１０平方キロメートル、人口は、２９,６５５人、目配山と砥上岳を有しています。 

特産品としては、クロダマルと言われる黒大豆などがあります。また、大刀洗平和記 

念館、山麓線沿いに「ファーマーズマーケット みなみの里」があります。 

 

 

子ども会議は、平成２２年度より地域推薦の小学５年生を対象に実施し、様々な体験

活動を通して、豊かな人間性や志をもってたくましく生きる力を培うとともに、自立心

や協調性を養うことで、地域のジュニアリーダー育成と地域の子ども会活動の活性化を

担っています。 

 なお、６年生になって地域のジュニアリーダーになれるよう、活動プログラムの計画、

準備及び実施の全てを子どもたちで行うことにしています。 

平成２７年度は、国立夜須高原青少年自然の家で一泊研修を行い、「子ども会議とは？」

や「野外炊飯」などを学び、その後、老人クラブ会員の皆さんとのカローリング大会を

実施することができました。 

今後は、子どもたちが、子ども会議で学んだことを地域の子ども会で活かせるよう、 

子どもたちが計画・準備・実施ができるように、地域に呼びかけていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【問い合わせ先】 

筑前町公民館  朝倉郡筑前町久光９５１－１ 

ＴＥＬ0946-24-8762 ＦAX0946-23-1034 

E メール  gakusyuu@town.chikuzen.fukuoka.jp 

１泊研修(野外炊飯)の様子 カローリング大会計画の様子 カローリング大会の様子 

地域の概要 

 

子ども会議 

 



行橋の行の字の基になる『行事』地区に、行橋北公民館はあります。 

『行事』は行橋の北部に位置し、JR行橋駅にも比較的近いことなど、北九州地区への通勤に

も便利なため、わりと早い時期から住宅地として開発が進んでいます。 

昨年、東九州自動車道（行橋インター）が開通し、また国道 201 号バイパスが完成したこ

とにより、福岡・北九州地区と苅田工業地帯（北九州空港）へのアクセスが著しく改善され

ました。しかし、住宅地開発から３０～４０年を経た今日、高齢化が進み若年層が減少して、

このままでは校区の将来が危ぶまれています。 

ところが、昨年、地元で行事地区の行く末を案じた方の発起で、「北校区を良くする会」が

たちあがりました。構成は、区長会、民生・児童委員、老人会、女性学級、サークル活動代

表、PTA、公民館（事務局）で、アドバイザーとして高齢者介護相談センター、社会福祉協

議会等があり時には市議会議員の参加もあります。 

活動は、「公民館活動」「環境美化・清潔化」「安心安全（防災・防犯・老人福祉）」「イベン

ト（祭り）」「青少年育成」等の部会に分かれています。 

今回は、その活動一部を紹介します。 

【地域住民の買い物難民化対策】 

昨年 3 月に、隣町の苅田町より『スーパールミエール』が、店

舗建て替えのため、行事にあった旧スーパー跡を利用して、仮店舗

営業を始めました。7 月に新店舗へ戻る予定でしたが、この「北校

区を良くする会」の活動で、『行事・ルミエール』として継続営業

をしていただけることとなりました。公民館として、地域への広報、

署名活動、アルバイト・パートの募集看板設置等の協力を行い、地

域の方より「よかった、よかった」と喜びの声を頂戴しています。

また、4 月からは、このスーパーへ停まる小型の「行事路線バス」

が走ることになりました。 

【環境美化対策】 

当地域は、古くからの農村地帯であり、いたるところに水路があ

ります。下水道の設置工事は順次進んで来ていますが、まだかなり

の場所で生活排水が水路へ流れ込んでいる状況です。この水の浄

化のために、昨年より EM 菌講座を開講（6 回）し、又 EM 活性

液を醸造・無料配布をしたり、『EM だんご』を投入するなど水路

等の浄化に助力しています。地元の方へ向けて EM 菌の使用法等

のパンフレットも作成・配布しています。 

 

《成果と今後の活動》 

機関紙を 1 月より発行して、地域に対する愛着と感動で、活動への参加（ご意見等）を図

っています。早速、記事に対する問い合わせが出て来ています。 

継続営業のご返事を頂いた瞬間 

（左：店側社長、右：「会」会長） 

大人のみならず、小学生にも環境

に対するDVD鑑賞をしてもらい、

EM 菌による浄化活動に協力して

もらいました。 

 

 

 

 

ｅｍ 

 

 

 

 

地元愛の構築 ～あなたの笑顔がみたいから～ 

                          行橋北公民館 

問合わせ先  〒824-0001 行橋市行事 3丁目 17-50   

行橋北公民館   Tel/Fax 0930‐23‐5010 



平成２７年度 福岡県公民館実践交流会 

～ 報告 ～ 

 

 平成２８年２月１０日（水）、平成２７年度福岡県公民館実践交流会をイイヅカコス

モスコモン（飯塚市）で開催しました。 

本年度の参加者は、昨年度より若干少なくはなっているものの約１,０００名の公民

館関係者が集い、県内各地から１６事例の発表をしていただくことで、意見交換や情報

交換が積極的に行われ、豊かな学びの場とすることができました。 

開会行事では、今年度も県公民館連合会事務局が県内の公民館の状況について説明を

行い、様々な立場で来場されている参加者にとって各分科会での議論が建設的なものと

なるよう「公民館施設数の推移」「公立公民館・公民館類似施設と自治公民館」「実践

交流会の分科会設定」についての共通理解を図りました。 

アンケートの結果によると、回答者の９５％が「大変参考になった」「参考になった」

という評価をいただきました。反面、会場図や昼食会場の案内、室温等への配慮不足な

ど、運営に関する御指摘をいただきました。 

次年度は引きつづきイイヅカコスモスコモンでの開催を予定しており、運営面の改善

を図り、さらに充実した内容になるよう企画してまいりますので、御参加、御協力の程

よろしくお願いいたします。 

なお、実践発表の内容につきましては、「公民館福岡」に掲載していますので、ぜひ

御覧ください。          

第１分科会 

第２分科会 第１分科会 

第３分科会 第４分科会 



平成２７年度福岡県公民館（連合会） 地区別研修会 

～実施状況～ 

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いました。講演や事例発表等、

各地区の公民館等関係者相互で公民館等を取り巻く状況について理解を深める内容となりました。 

 

地 区 名 期  日 会  場 参加者数 主  な  内  容 

北九州市 平成 28年 

1月 26日 

 

 

 

  

北九州市立生涯 

学習総合センター 

268名 ○基調講演 

「今、求められているコミュニティ

活動」～市民センターと生涯学習～ 

 講師：福岡教育大学   

    教授 井上 豊久 氏 

○事例発表 

第１分科会 

・媒体として重要度を増す 

ホームページ  清見市民センター 

・つなぐ心で一歩前へ 

         二見市民センター 

第２分科会 

・地域みんなで取り組む人権学習 

  霧丘市民センター 

・「ホタルと共生するまちづくり」を 

 目指して～地域と共に取組む環境保

全活動～    鞘ヶ谷市民センター 

第３分科会 

・子どもから広がる地域の輪 

         吉田市民センター 

・夢を祈り、夢を与える折り紙ボランテ

ィアグループ「メルヘン」の世界を支

える    前田市民センター 

第４分科会 

・地域の力でＨＡＰＰＹ☆子育て 

パワーアップ  陣原市民センター 

・「カフェＢａ…ｒ」ＢＯＯＫカフェ 

 ～出会いの数だけ笑顔が生まれる～      

木屋瀬市民センター 

□県公連報告…県公連の事業報告 



福岡市 

 

 

 

 

 

平成 28年 

1月 27日 

 

 

 

 

 

 

福岡市中央市民セ

ンター 

 

 

 

 

 

338名  

 

 

 

 

 

 

 

○基調講演 

「～文化の縁（えにし）がつなぐ人と

街～独立系小書店ブックスキューブ

リック 15年の試み」 

 講師：ブックスキューブリック店主 

    ブックオカ実行委員長      

        大井 実 氏 

○実践発表 

・地域密着型公民館づくり～ご近所さ

ん きんしゃぁい～  奈多公民館 

・弥生のひなまつり   弥生公民館 

・ハロウィンどんたく in大名 

            大名公民館 

・気軽にロビーコンサート～午後の 

ひとときやさしい時間を～ 

           筑紫丘公民館 

・コミュニティはじめの一歩 

             堤公民館 

・「ぶらりカフェ」で地域デビュー 

 ～公民館を第三の居場所に～ 

            野芥公民館 

・伝統文化創造事業～みんなで踊って

深める絆～      姪浜公民館 

□県公連報告…県公連の事業報告 

福岡地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 

3月 5日 

 

 

 

 

 

 

筑紫野市生涯学習

センター 

310名  

 

○講演 

「地域住民が主役！感動のまちづく

り！」～やねだん（柳谷自治公民館）

の挑戦～ 

 講師：鹿児島県鹿屋市柳谷公民館 

    館長 豊重 哲郎 氏  

○インタビューダイアローグ 

 「まちづくりにつながる公民館活動」 

 ～連携のポイント～ 

コーディネーター 

 福岡教育事務所 主任社会教育主事 

           今﨑 宏 氏 

○実践発表 

・「公民館活動の活性化をめざして」 

           上大隈公民館 

・「子どもの健全育成と校区づくり」 



           加布里公民館 

□県公連報告…県公連の事業報告 

北九州地区 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 

1月 22日 

 

 

 

 

 

 

鞍手町中央公民館  51名  

 

 

○基調講演 

「人をつなぎ 地域をつくる公民館」 

講師：宇美町立図書館 

  館長 黒田 修三 氏 

○事例発表 

・「公民館講座とボランティア活動」 

岡垣中央公民館           

・「公民館といきいきサロン」 

   上木月公民館 

□県公連報告…県公連の事業報告 

北筑後地区 

 

平成 27年 

11月 10日 

 

 

筑前町めくばーる 

 

 

 152名 

 

○講演 

「人“財”は地域に眠っているかもし 

れない－“発掘”のススメ」 

講師：北九州市立大学  

  准教授 森 裕亮 氏 

○実践発表 

・寸劇「男女共同参画社会をめざして」 

筑前町男女共同参画地域づくり実行 

 委員会 

・文化区民祭より「歩いて散策 野町 

 の良かとこ・知らんこと再発見」 

野町区自治公民館 

□県公連報告…県公連の事業報告 

南筑後地区 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 

10月 1日 

 

大木町こっぽーっ

とホール 

 150名  ○実践発表 

・上八院公民館の地域資源を生かした 

 取組みについて   上八院公民館 

○講演 

「持続可能な地域づくりのための 

公民館の役割」 

 講師：広島修道大学 

    副学長 山川 肖美 氏 

□県公連報告…県公連の事業報告 



筑豊地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 

11月 25日 

 

田川市民会館 100名  ○実践発表 

・奈良公民館の取り組み 

            奈良公民館 

○講演 

 「まちづくりは、みんなの力で！」 

 ～元気で明るく、安全安心なまち 

  田川をめざして～ 

 講師：田川市たがたんクラブ 

    代表 花石 恵子 氏 
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京築地区 平成 28年 

1月 29日 

 

みやこ町中央公民

館 

 51名  ○実践発表 

・「大人と子どもの学び合い」～生涯 

学習サポーターによる学社連携の 

取り組み～   上毛町教育委員会 

・「夏休みの安心安全な子どもの居場所

について」～学童保育やアンビシャ

スとは違う地域発祥の取り組み～ 

            横武公民館 

○講演会 

「無縁社会に切り込むコミュニティー

づくり」～今こそ支え合う住民力～ 

講師：武雄市朝日公民館   

前館長 河内 利大 氏 
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計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1,420名  

 


