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今宿歴史探訪ガイドボランティア「今宿しろう会」 

                              福岡市今宿公民館 

〇地域の特色 

 今宿校区は、西区のほぼ中央に位置し、北側が長垂 

海岸（元寇防塁・唐津街道）、南側を叶岳の山に囲まれ、 

中心に位置する今宿小学校には、五郎江遺跡があり、 

史跡（大塚古墳・鋤崎古墳）文化の豊かな地域です。 

人口は１４，１６０人で、６，０８７世帯。新しい町 

づくりで近年人口は増加傾向にあり、転入者は若い世代が多い地域ですが、校区内には、高

齢化率が４０％台の町内と１０％台の町内があり、差が激しいという課題も抱えています。 

〇活動の経緯 

 平成１３年には、今宿の歴史文化を伝承し、次世代の郷土愛を育むため、高齢者教室の受

講者による「筑前今宿歴史かるた」づくりが行われました。しかし、そのように活発だった

地域住民も高齢化にともない、伝承する新たな人材が不足してきました。 

 また、今宿小学校の３年生・６年生の総合学習（地域を学ぶ等）の講師をとの要請に応え

る必要性もあり、郷土史家と相談の上、郷土史ボランティアを育成する講座を企画しました。 

平成２７年度は、今宿歴史おもしろ講座を、平成２８年度は、ガイドボランティア実践講

座を３回ずつ開催しました。その後も、面白みが増した 

受講生が継続して学びたいという熱意を応援するとともに、 

歴史ボランティア活動への意欲を促進しながら、講師の好 

意で毎月１回講座を継続して頂くことができ、公民館も資 

料作り、会場提供など、グループづくりが円滑に進むよう支 

援してきました。 

〇活動の成果 

平成２９年度になり、メンバーの方の表情に面白みが出て楽しそうに学習されていた頃だ

ったため、定期的に継続的に活動できるサークル活動として登録してみたらと勧めたところ、

意欲的にやってみようと話し合いの結果申請をされ、認可することが出来ました。 

平成２９年６月には、今宿小学校６年生のフィールドワークに歴史ガイド役として、初め

て実践デビューしました。学ぶことの楽しさ、活動の意義を深めながら、これからも、研鑽

を積み、地域の次世代の子ども達への郷土愛の伝承役を担っていって欲しいと願っています。  

【問い合わせ先】〒819-0162 福岡市西区今宿青木138-1 福岡市今宿公民館 

TEL: 092-806-0242 E-Mail : imajuku132@jcom.home.ne.jp 



自己満足じゃ、もったいない（水巻町講座倶楽部） 

所属 水巻町中央公民館 

○地域・館の紹介 

水巻町は人口約 2９,000 人が住み、中央公民館は多くの団体が活躍する文化交流の拠点

となっています。 
○内容 

平成 29年度は、毎年受講ニーズの高い“料理”に焦点をあて、 

得意料理で人を笑顔にしたいという思いを持った方を応援する企画 

を実施しました。この企画を実施するにあたり、３つのステップを 

用意しました。 

１つ目のステップは、「プロの技術にふれてもらう」ことです。 

パティシエの方の実技講座と、町の保健師の衛生講座を用意し、参 

加者の方にプロの仕上がりに見せる高い技術や、手洗い講座などで 

衛生面の重要性に触れてもらいました。 

２つ目のステップは、「自分の得意料理の客観的な評価を感じて 

もらう」ことです。多くの方が参加する他の公民館イベントの際に、 

「チャレンジショップ」と題したブースを設け、実際に販売の体験 

をしてもらいました。当初２時間程度を予想していた販売時間でし 

たが、たくさんの方が押し寄せ、３０分ですべてのブースの商品が 

売り切れました。２つ目のステップまで進んでもらった方に、講師 

デビューの意思を確認し、今年度は 4名の方が最終ステップに進む 

ことになりました。 

３つ目の最終ステップは「講師デビュー」です。デビュー講座は、 

講師の調理を見て学んでもらうスタイルにしましたが、講師オリジ 

ナルレシピを「秘密のレシピ」と称した冊子をつくり、講座に参加 

された方だけにお渡しするという、参加された方にも満足してもら 

えるよう工夫しました。４コースとも、募集定員を超える応募があり、ニーズの高さを改め

て感じました。最初は緊張感があった講師たちも、時間がたつにつれ緊張もほぐれ、温かい

雰囲気のまま無事終了することができました。この企画では、公民館スタッフが一丸となり、

講師デビューする方に「しっかり寄り添うこと」を大切にしました。 

スタッフが受講生役となってデモ講座を行い、話し方や調理の見せ方など意見を出し合い、

デビュー後の活動に活かせるよう宣伝用チラシやラッピングなども作成しました。また公民

館ブログやフェイスブック、町の広報などにも情報をのせ、周知活動も積極的に行いました。 

○成果 

 地域の人材を発掘することができ、「得意」なことを地域に還元するという流れをつくる

ことができました。 

 デビュー講座に参加された方のアンケート結果を講師に渡すことで、今後のさらなる活躍

に期待ができます。 

○問合せ先  

〒807-0022 福岡県遠賀郡水巻町頃末北 1-1-2 

水巻町中央公民館 公民館係 電話 093-201-4321（代表） 

 



カフェスペースを活用した新しい試み 

三井郡大刀洗町 大刀洗町中央公民館 

○ 地域の紹介 

三井郡大刀洗町は筑後地区と福岡地区との境界に位置します。町の面積の半分 

以上が農地であり、米や葉物野菜の生産が盛んです。人口は約15,000人で近年

減少傾向にありますが、町を挙げて子育て支援に力を入れており、小学校の児童数

はわずかですが増加傾向にあります。 

○ 事業の内容 

大刀洗町の公民館事業は、町内の各行政区対抗のスポーツ大会と各種講座の2 

本の柱で行なっています。 

・各種スポーツ大会 

 小学生向けのキックベース大会・相撲大 

会、20歳以上対象のバレーボール大会は、 

各行政区対抗で毎年熱戦が繰り広げられま 

す。その他、一般対象のグラウンドゴルフ大 

会も行っています。 

 ・各種講座 

  高齢者向けの教養講座や女性学級のほか、 

親子対象の体験型講座や小学生向けの料理 

教室など様々な取組みを行っています。 

○ 課題と新たな試み 

従来の講座は、受講者の固定化・高齢化が 

進み参加者の減少が続いていました。そこで、数年前から新たな講座参加者を掘 

り起こし、公民館活動を活性化するため、初心者向け歴史講座や、古典・近代文 

学を学ぶ講座など今までにないものに取り組んでいます。 

そのほか、平成29年、隣接するドリームセンター（文化会館）内の町立図書 

館改装の際に設置されたカフェスペースを活用した取組みを始めています。昨 

夏には、カフェを貸しきって「国語の授業」の一環として筑前琵琶生演奏ととも 

に「耳無し芳一」の朗読を聞くという講座を行ないましたが、大変好評でした。 

問合せ先  大刀洗町中央公民館 

〒830-1298 三井郡大刀洗町大字冨多８１９ 

TEL：0942－77－2670  Email：gakushu@town.tachiarai..fukuoka.jp 



子ども体験教室〜得意分野に出逢う〜 

みやこ町 中央公民館 

【みやこ町の紹介】 

 みやこ町は、平成１８年に勝山町・豊津町・犀川町の旧３町が合併し『みやこ町』になりました。

人口は約２万人で、北に北九州市、南に大分県の耶馬溪、西に英彦山と隣接し自然の恵み豊かな歴史

に満ちた町です。 

 

【子ども体験教室】 

 事業の目的として、小学生の児童が学校生活では学ぶことのできない体験内容を企画しています（年

間６回）。その中で、子ども１人１人が新たな得意分野に気付き、今後の成長に大きく繋がることを期

待しています（体験内容によっては親子参加あり）。 

各地区の地域活動指導員常駐の公民館をはじめ、町の公共施設に慣れ親しんでもらうことも目的と

しています。 

 

 平成２９年度 みやこ町体験教室内容 

① ミニバスケットボール教室 …みやこ町で活動している 

ミニバスケットクラブのコーチを講師に迎えてバスケット 

ボールの練習やゲームをしました。  

② 親子で防災クッキング教室 …災害時を想定してＫＹＴ講 

習を取り入れ、カセットコンロを利用し実際に調理をした 

後に防災クイズにも積極的に答えていました。 

③ ブローチ作り教室 …あまり馴染みのない『ちりめん生地』 

を使い、つまみ細工に挑戦してお花のブローチを作りました。 

④ クリスマス♪クッキング教室 …子どもたちが思い思いの 

クリスマスデコパンと大人気のクロワッサンを焼きました。 

⑤ バードウォッチング体験教室 …自然豊かな本庄池を舞台 

に「とりはかせ」と一緒に双眼鏡を使って野鳥観察をしま 

した。 

⑥ な花でクッキング教室 …みやこ町の様々なイベントを支 

えてくれている婦人会の方に、な花の炊き込みゴハンの作 

り方を伝授していただきました。 

 

【今後の取り組み】 

様々な分野で活躍する講師の方々との交流は、子どもたちにとって貴重な体験となったように感じ

ています。また、公民館をはじめ町の公共施設を身近なものに感じてもらえることができました。今

後もより多くの町の公共施設や他の公民館での実施を企画し、また地域のボランティアや講師の方々

とふれあいながら、子ども達と一緒に成長できるよう積極的に事業に取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

 

＜バードウォッチング教室＞ 

問合せ先 みやこ町中央公民館 

〒８２４-０２３１ 

京都郡みやこ町犀川本庄６４１-１ 

TEL：０９３０-４２-１３６５   FAX：０９３０-４２-２５１

２ 

＜クリスマス♪クッキング教室＞ 



平成２９年度 福岡県公民館実践交流会 

～ 報告 ～ 

 

 平成２９年度福岡県公民館実践交流会を平成３０年２月９日（金）に、イイヅカコ

スモスコモンとイイヅカコミュニティセンター（飯塚市）を会場に開催しました。 

 当日は、冷たい風が吹く中でも春の温かな日差しを感じさせる天候の中、８４６名

の公民館等関係者に御参加いただき、県内各地の８分野、１６事例の実践発表をもと

に意見交換や情報交換が行われました。 

 毎年、初めて参加するという方が３割を超える状況があるため、開会行事の際には、

県公民館連合会事務局が「公民館の区分や各地区での設置数」などの現状を報告し、

実践交流会の方向性を説明しました。また、夏の公民館大会のアンケート集約結果や

県公民館連合会ホームページの紹介など、本年度の取組について共通理解を図りまし

た。 

 アンケートによると、回答者の９３％の方から「大変参考になった」「参考になっ

た」と肯定的な評価をいただきました。「ちょっとしたアイディアで課題の克服がで

きそうだ。」「地域に何ができるか、考えるいい機会になった。」など、今後の公民館活

動の活性化に向けた建設的な感想をたくさんいただきました。これも御発表いただい

た１６の公民館等関係者の皆様の地域への思いや熱心な取組の証だと感じます。この

実践発表の内容は、県公連ホームページ「公民館福岡」に掲載していますので、ぜひ

御覧ください。 

 平成３０年度は平成３１年１月２３日（水）、会場を「宗像ユリックス」にて計画を

進めております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 福岡県公民館地区別研修会 

～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 30年 

1月 25日 

 

 

 

  

北九州市立 

生涯学習総合 

センター 

２４５名 ○講義・ワールドカフェ 

「地域課題の解決に向けて市民センターがで

きること」 

 講師：北九州市立大学  

地域共生教育センター 

         准教授 石川 敬之 氏 

○事例発表 

〔第１分科会〕 

・ぼくのまち、私のまちを紹介します！ 

  「好きっちゃ東朽網」 

     東朽網市民センター 

・若園校区生き生きバリアフリー講座 

～障がい児との交流でみんな笑顔に～ 

            若園市民センター 

〔第２分科会〕 

・朝から元気 とみのっ子！ 

 ～地域をつなぐ子どもの笑顔～ 

     富野市民センター 

・ボランティアのまごころで、三六地区 

 ほっこり笑顔！  

～地域を支える市民センターボランティア活動～ 

三六市民センター 

〔第３分科会〕 

・講座ではぐくむ地域デザイン 

 ～わたしたちにできること～ 

            高須市民センター 

・出会い・ふれあい・支えあい 

 ～枝光北流！子どもが○宝の異世代交流～ 

           枝光北市民センター 

〔第４分科会〕 

・みんなでつなごう！ひよこ（子育て）の輪 

           錦町市民センター 

・講座を通して、地域のお宝人材発掘 

 ～生涯学習の裾野を広げる～ 

          浅川市民センター 

□県公連報告…県公連の事業報告 



福岡市 

 

 

 

 

 

平成 30年 

2月 2日 

 

 

 

 

 

 

福岡市 

中央市民 

センター 

 

 

 

 

 

３４１名  

 

 

 

 

 

 

 

○導入    公民館つなぎの手帖について 

○事例発表 

・「絵本カーニバル」から広がる地域の担い手 

          東箱崎公民館 

・公民館→地域へ       春吉公民館 

・公民館の役割「集まる」「学ぶ」「つなぐ」で 

 担い手づくり        花畑公民館 

・「安全安心まちづくり」を通した地域の担い

手づくり          城南公民館 

・今宿歴史探訪ガイドボランティア誕生 

             今宿公民館 

〇座談会 

〇共働事業紹介（公民館コラボＬＡＢ） 

□県公連報告…県公連の事業報告 

福岡地区 

 

平成 30年 

2月 17日 

 

リーパスプラ

ザこが 

１９５名   

 

〇講演 

 公民館とは 成り立ち 役割 これから 

講師：宇美町立図書館 

          館長 黒田 修三 氏  

○実践発表 

・公民館を中心とした地域の絆づくり 

  ～未来に繋ぐ地域の伝統～ 

          久山町下久原区公民館 

・住民参加型のコミュニティづくりを目指し 

て～地域の人材・組織を活かした活動～ 

宗像市吉武地区コミュニティ運営協議会      

□県公連報告…県公連の事業報告 

北九州 

地区 

 

 

 

平成 30年 

3月 2日 

 

 

 

宮若市 

中央公民館 

 ２４名  

 

 

○基調講演 

地域の暮らしを支える公民館の役割 

講師：福岡教育大学 

     非常勤講師 佐藤 倫子 氏 

□県公連報告…県公連の事業報告 

北筑後 

地区 

      

 
九州北部豪雨災害のため、今年度の実施なし 

南筑後 

地区 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 

10月 24日 

 

八女市黒木 

開発センター 

１６５名  ○実践発表 

 

・かわさきよか祭の取組について 

       八女市川崎校区山内公民館 

〇基調講演 

地域コミュニティーの再生・創造に向けて 

講師：大分大学高等教育開発センター 

教授 岡田 正彦 氏 

□県公連報告…県公連の事業報告 



筑豊地区 

 

平成 29年 

12月 18日 

香春町 

香春町民セン

ター 

７３名 

 

○実践発表 

・住民のための公民館であるために 

赤村中央公民館 

○講演 

 小さなスイカの種が開いた広い世界 

 講師：日田市大山公民館 

館長 ロバート・ワトソン 氏 

□県公連報告…県公連の事業報告 

京築地区 平成 30年 

1月 26日 

 

築上町 

築上町中央 

公民館 

８５名  ○実践発表 

・ゆくはしし屋根のない博物館 

 ～市民学芸員の会の活動について～ 

行橋市屋根のない博物館市民学芸員の会 

・子ども達への公民館事業 

           みやこ町中央公民館 

○講演会 

人づくりから地域づくりへ 

 ～震災復興における公民館の役割～ 

講師：熊本県宇城市立中央公民館 

館長 三角 幸三 氏 

□県公連報告…県公連の事業報告 
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1,128名 
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