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第６５回福岡県公民館大会は WEB配信になりました！ 
北九州市での開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため WEB配信にて行います。 

例年、公民館情報「ねっとわーく」７月発行号では大会開催地の紹介をしています。 

一堂に会しての開催は中止となりましたが、開催予定地であった北九州市の社会教育活動をご紹介します。 

 

  
生涯学習市民講座（大人向け） 生涯学習市民講座（子ども向け） 

  
フリースペースで活動する子育てサポーター 家庭教育学級 

  
北九州市生涯学習課では、地域づくり・人づくりにつながる様々な事業を実施しています。 

〇生涯学習市民講座 
市民センター等で、市民一人一人が健康で心豊かな生活を送り、生きがいづくりや生活に必要な知識、技術を取得する

だけでなく、地域や社会の課題解決につなげる講座や、地域の特色を活かし、家庭・地域・学校等が連携して世代間交流
や様々な体験活動の機会を提供し、地域全体で子どもの健全育成に取組む講座を実施しています。 
〇子育てサポーター 
子育て中の親子を温かく迎え入れ、身近な相談相手になるとともに、親子同士をつなぎ、親子の成長を地域で見守

る環境づくりのため、「子育てサポーター」を養成しています。市民センターのフリースペース等において、子どもの見
守りや子育てに関する事業の企画・運営にも携わっています。 
〇家庭教育学級 
家庭の教育力の向上を目指し、市民センターと PTA、学校等が連携し、同じ年代の子どもを持つ保護者が、お互い

の経験や情報を交換し、楽しく交流しながら学び合う場として「家庭教育学級」を実施しています。 



手洗いをチェック 講座の内容が興味深い 

市民センター発！～明るい未来へＳＤＧｓ取組チャレンジ講座～ 

北九州市立牧山東市民センター 

 

【地域の概要及び経緯】 

北九州市戸畑区にある牧山東地区は、中央を天籟
てんらい

寺
じ

川が流れる閑静な住宅街で、高齢化率 37.6％ではあ

りますが、河川清掃をはじめ地域活動や戸畑祇園子ども山笠等、多世代交流が活発な地域です。牧山東市民

センターでは、地域活動の拠点として様々な課題解決に向けた取り組みを行っています。『緑と夢の牧山東』

を守っていくには、住民による住民のためのＳＤＧｓの視点が大切なことから、センター講座では常にＳＤＧｓと

の関連性を説明しています。今回はＳＤＧｓの理念と目的を知って生活を見直すことで、自分が元気になり生

活の質が上がるだけでなく、自然・生物・人間環境を守ることにも貢献できる！ということを学んだ講座を紹

介します。 

【活動内容】 

 『Ｌet‘s ＳＤＧｓ』～人生を彩る『食と健康！』～ 

ＳＤＧｓの理念を知り、生活や環境などあらゆることがＳＤＧｓに繋がっていることを理解し、地域で何をすべ

きか学び合いを深めました。 

★第 1回 2月 1日(土)10:00～12:00  

『食とＳＤＧｓ～まず知って暮らしに役立てる～』 

★第 2回 2月 8日(土)10:00～12:00 

『食品衛生とＳＤＧｓ～家庭の中でできること～』 

★第 3 回 2月 15日(土)10:00～12:00  

『健康とＳＤＧｓ～健康だからこそできること～』      

講師 野菜ソムリエ上級プロ 永田 実穂 先生 

第 1 回目はＳＤＧｓについて背景・理念と目標についてじっくり学びました。3 回を通して、１７の目標を繰り返

し唱和し、自分の生活に何がどう関わっているか、目標を達成するために何ができるかを参加者が考える機

会を何度も持てるよう進めていきました。 

【成果と課題】 

ＳＤＧｓという言葉を全く聞いたことがない、という参加者がほとんどでしたが、初回にＳＤＧｓについて一か

ら丁寧にわかりやすく説明していくことで興味・関心を持ってもらえました。『食と健康』という身近なテーマ

で、さらに理解が進んだと思います。また、健康だからこそできることを自分だけでなくまわりの人や子・孫た

ちに伝えていこうという意識を共有することができました。参加者からは、「ＳＤＧｓについてよく理解できた。」

「身近なことにＳＤＧｓが関わっていることがわかった。」「知らないことをたくさん学べて良かった。」等、前向

きな感想を多く頂き、身近なＳＤＧｓの普及に大いに役立ったと思います。自分ができる小さなことが、未来の

子どもたちの健康や未来の地球環境保全に繋がっていくというところまで、思いを馳せることができたのは

大きな成果になりました。今後もこのようなＳＤＧｓについて丁寧に学べる講座を様々な機会に多世代を対象

として開催し、ＳＤＧｓの普及に努めていきたいです。 

 

   【問合せ先】 北九州市立牧山東市民センター 

        〒804-0065 北九州市戸畑区新川町 3番 25号  
TEL/FAX 093-881-3177 

 



「安全安心なまちづくりをめざして」  

大野城市栄町公民館  

 

【地域の概要】  

 栄町区は大野城市の最西端で、南及び南西面は春日市と、北及び北西面は福岡市博多区

に接し、区域内は概ね平坦で、一部が商業地域であるほか、大部分が住居地域となってい

ます。栄町公民館では、近くに身寄りがない一人暮らしのお年寄り宅の訪問（声かけ）、緊

急時に対処するための資料の配布、地域活動についての相談ごとなど、私たちが住むこの

"まち "をあたたかな心と心のふれあいで、安全で住みよい環境にするためにさまざまなま

ちづくり活動を展開しています。  

  

【活動内容】  

①地域猫活動  

令和元年10月に、「栄町・人と猫の幸せの会」を発

足し、地域猫活動を開始しました。猫が好きな方、猫

の糞害に困っている方など、多くの方々との意見交換

会を行いながら、野良猫被害の軽減に努めています。

捕獲器やえさを区内３箇所に設置して、捕獲した野良

猫は動物病院に連れていきます。持病を持っている猫

の治療をしながら、避妊・去勢手術を行い、地域猫と

して放しています。その活動費には、大野城市コミュ

ニティ活動応援ファンド事業（地域課題解決のための

事業補助金）を活用しています。  

令和２年6月時点では、12匹の猫の避妊・去勢手術を行いましたが、依然として猫の糞

害が後を絶ちません。そのため、より多くの地域住民の皆さんに地域猫活動への理解を深

めていただき、活動の発展につなげることが今後の課題となっています。  

 

②小学生による夜間パトロール  

 地元小学生が中心となり、月 2 回夜間パトロールを

実施しています。安全安心なまちづくりに加え、子ど

ものころからボランティア精神を育成することを目

的としています。令和元年 9 月には 300 回に到達し、

300 回記念式典では、春日警察署から記念品を贈呈

していただきました。  

保護者の皆さんの理解と小学生の参加率をどのよ

うにして高めていくかが課題となっていますが、安全

安心のまちづくりのために、子どもから大人まで地域

一体となって今後も活動を続けていきます。  

 

【問合せ先】  大野城市栄町公民館  

〒816－0952  福岡県大野城市栄町 1 丁目 1―11 

TEL：092－572－8665  FAX：092－572―8665 

捕獲後の猫を保護する様子  

パトロールの様子  



「八幡小学校・地域との交流事業」 
～地域に根差した公民館活動を求めて～ 

八女市西公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域の概要】 

 八女市西公民館は八女市の西部に位置し、周りを田んぼに囲まれたのどかな地域にありま

す。まちづくり協議会を中心に様々な団体が、「ふれあいカヌー教室」や「八幡ふれあい広場」、

「やはた土曜夜市」、「多世代交流スポーツ大会」等を行い、地域活動が盛んなところです。西

公民館は地域活動への参加とともに地域団体との共催事業、公民館での各種講座を行い、地域

に根差した公民館活動を目指しています。  

【活動内容】 

１ 八幡小学校との交流事業 

● 「粋な男の健康講座」と八幡小学校３年生との交流事

業で「苔玉作り」を実施しました。園芸福祉士の吉田和三

さんと西公民館グリーンボランティアのみなさんの指導

のもと、シクラメンのかわいい苔玉ができあがりました。

花いっぱいの苔玉は「八幡ふれあい広場」で展示後、それ

ぞれの場所でみんなを楽しませています。  
 
● いきいきチャレンジ塾と八幡小学校５年生との交流

事業で「タニーの筆文字講座」を実施しました。谷口敏之

さんの指導もと、筆ペンを使い、ハガキに味わいある文字

を描きました。学校生活では見られない子供たちの隠れた

一面を見ることができ、笑顔あふれる和やかな講座になり

ました。思いを込めた作品は「八幡ふれあい広場」で展示

を行い、たくさんの方々に見てもらうことができました。 

 

２ 第７回地域交流ふれあいもちつき大会 

● 地域ふれあい事業として八幡校区青少年健全育成会

との共催で開催しました。地元の小学校や学童保育所等か

らの参加があり、中高生スタッフを含め１２４名が昔なが

らのもちつきを楽しみました。 

【成果と課題】 

  八女市西公民館は八幡小学校と隣接していることもあり、公民館講座と学年活動との交流

事業を行っています。事業をきっかけに子供たちが公民館活動に興味をもち、話題にすること

が多くなったという声が聞かれました。学校生活とは違った体験を通じて、身近なものとして

感じてくれたのではないかと思います。今後、「放課後子ども教室」が西公民館で開催され、

地域ボランティアを活用した活動が行われます。地域や公民館がもつ力を活用し、将来を担う

子供たちの成長を支えることが、ひいては地域の活性化や人材育成へと繋がるものと考えま

す。また、人材確保や人材発掘に向けての連携・支援を行うことで公民館活動の活性化にも繋

がると考えます。これからも地域に根差した公民館活動を目指し、地域・学校との連携を深め

た事業を行います。 

【問合せ先】 八女市西公民館 

〒834-0052 八女市新庄 385-1  TEL/FAX 0943-24-5272 

【苔玉作り】 

【筆文字講座】 

【もちつき大会】 



福智町高齢者大学 

 福智町中央公民館 

【地域の概要及び経緯】 

福智町は福岡県の中部から北東よりに位置する町で、平成１８年に赤池・金田・方城の 3

町が合併して誕生しました。町内には名の由来にもなった福智山が聳える自然豊かな町です。 

タイトルにある「高齢者大学」は昭和５０年ごろから旧３町で各自開催されていました。

3 町が合併し福智町になりましたが、引き続きこの「高齢者大学」を開催することとなり、

翌年の平成１９年に「福智町高齢者大学」として再スタートした事業です。 

 

【活動内容】 

 この福智町高齢者大学は、福智町在住の高齢者

を対象に、毎年６月から１１月の間（８月は夏休み

で休講）に町内の公民館、分館の３か所で週１回の

ペースで開催しています。開催日には、午前に健康

の増進や知識の修得を目的とした教養講座、午後

は趣味の幅を広げることを目的として芸術分野に

重点を置いた専門講座を行います。 

また毎年２回程度、全参加者を福智町交流セン

ターに集め、全体講座を開いています。これは、３

館の参加者同士の交流も兼ねています。全体講座

では、落語や漫談、人権啓発等、幅広い学習ができ

るような内容を設定しています。さらに、町外の観

光地を見学する研修旅行や地元の小学生に昔の遊

びを教える「小学校訪問」を開催して、参加者の活

動範囲を広げる取り組みも行っています。 

 

【成果と課題】 

 成果としては、住民の方の交流の場としての機能があり、多くの方に参加していただいて

います。教養講座では、警察署の防犯教室や消防署と協力した避難訓練を行い、自助・共助

の大切さを意識してもらいました。また、小学校訪問では子どもとの接点を作ることで、地

元での声掛けをするきっかけづくりができています。 

課題としては、参加者の高齢化が進み参加者が減少傾向にあります。また、各公民館での

講座の開催が多いため、参加者同士の交流範囲が限定されています。 

今後、講座については、参加者に、知らない世界を知ってもらい、新しいことにチャレン

ジしてもらえる講師選定等の工夫をしていきたいと考えます。また、小学校訪問については、

学校との連携を図り、「子どもたちに教える」ではなく「子どもたちと学ぶ」内容に変えて

いきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 
【写真１：全体講座の様子】 

 

【写真２：小学校訪問の様子】 

【 問合せ先 】 福智町中央公民館 （福智町役場生涯学習課 公民館係） 

〒822-1101 福岡県田川郡福智町赤池９７０番地３ 

TEL/FAX：０９４７-２８-４１００/２８-２５７５ 



シンポジウム ＜令和２年度 県公連の役員＞ 

 

 書面にて開催された福岡県公民館連合会の評議員会において、令和元年度の事業報告及び令和２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 木原 忠 宇美町長 

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 入江 哲生 筑前町教育委員会教育長 

副会長 佐藤 健治 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 

 

【理事】 

地区名 氏 名 所属・職名 

北九州市 佐藤 健治 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 平山 誠 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 甲斐 めぐみ 大野城市地域創造部コミュニティ推進課長 

北九州地区 市 部 松尾 竜彦 宮若市教育委員会社会教育課長 

北筑後地区 市 部 松下 雅行 小郡市市民福祉部コミュニティ推進課長 

南筑後地区 市 部 山口 昭弘 八女市教育委員会社会教育課中央公民館長 

筑豊地区 市 部 大塚 千穂子 嘉麻市教育委員会生涯学習課長補佐 

京築地区 町村部 吉留 梯一郎 築上町中央公民館長 

専門部会 部 長 野田 久敏 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生涯学習係長 

 

   

【監事】 

地区名 氏 名 所属・職名 

福岡市 平山 誠 福岡市市民局コミュニティ推進部公民館支援課長 

筑豊地区 立田 昌子 田川市教育委員会文化生涯学習課長 

 

 

【専門部員】 

地区名 氏 名 所属・職名 

北九州市 野田 久敏 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 松枝 勉 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 姫野 季代子 篠栗町教育委員会社会教育課社会教育係長 

北九州地区 相場 建一郎 宮若市教育委員会社会教育課公民館・スポーツ係長 

北筑後地区 阿波 正治 東峰村教育委員会教育課社会教育係長 

南筑後地区 片山 あづさ 八女市教育委員会社会教育課社会教育係 

筑豊地区 末吉 隆弥 川崎町教育委員会社会教育課社会教育係長 

京築地区 米谷 誠 行橋市教育委員会生涯学習課管理係長 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜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 中止 

 

２ 研究・研修事業 

 (1) 第６５回 福岡県公民館大会 

    ・期 日 令和２年１０月５日（月）９：００～１０月３０日（金）１７：００ 

     ・実施方法 WEB配信及び DVD送付 

    ・内 容 開会式、パネルディスカッション 

 

 (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３年１月２９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２年９月１８日（金） 

・会 場 福岡県立社会教育総合センター 

 

 (5) 第４２回全国公民館研究集会第７１回九州地区公民館研究大会への参加奨励 

   ・実施方法 紙上開催 

 

 (6) 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３年１月２０日（水）～１月２２日（金） 

・会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

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 

      ・県内公立公民館一覧等 
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