
平 成 ３０ 年 度 

第 １ 回

 中央市民センター運営審議会

次 第

 １ 開 会 

 ２ 館長挨拶 

３ 運営審議会委員紹介 

・中央市民センター職員紹介

４ 委員長挨拶 

５ 議  事

（１）報告事項

① 平成 30 年度 中央市民センター運営方針

② 平成 29 年度及び 30 年度 主催事業等の実施状況について

③ 平成 29 年度 中央市民センターの利用状況について

（２） その他

 ６ 閉 会 

平成30年７月31日(火) 14：00～ 

中央市民センター ２階 第１会議室 



氏名 役職名 備考

馬場　泰弘 福岡市立南当仁小学校校長

古賀　理絵 福岡市立警固中学校校長

遠藤　市郎 警固校区自治協議会会長

平川　みどり 中央区公民館館長会会長

木内　潤子 中央区老人クラブ連合会副会長

星野　俊幸 中央区子ども会育成連合会 会計

上田　由美子 福岡市立当仁小学校PTA担当副会長 新任

大城　由香利 福岡市立平尾中学校ＰＴＡ副会長 新任

清水　勝信 中央区体育振興連絡会会長

原　敏子 笹丘校区人権尊重推進協議会会長

武居　敦子 舞鶴校区男女共同参画推進委員会会長

吉丸　美代子 育児支援グループ中央区ももの会代表

坂本　昭 福岡大学名誉教授

原　志津子 弁護士

氏名 職務内容 備考

宮川　節子 ○総括

生涯学習推進係長 白木　ゆかり

係員 船越　陽子

社会教育指導員 田中　和美
○シニア向け講座の実施及びボランティ
ア組織への助言・連絡調整

嘱託員（生涯
学習課）

主査 岸川　直親 ○人権教育及び社会教育の推進

人権教育推進員 別府　洋一郎 嘱託員

人権教育推進員 坂口　忠司 嘱託員

人権教育及
び社会教育
の推進担当 ○人権教育及び地域住民の人権尊重推

進組織の助言・指導

学識経験者

中央区生涯学習推進課職員名簿
平成３０年７月１日現在

役職

課長

生涯学習
推進係

○生涯学習の推進、学習機会の提供、市
民センター指定管理の進行管理等，課の
庶務・経理

家庭教育関係者

中央市民センター運営審議会委員名簿（敬称略）
任期　：　平成３１年６月３０日まで

委嘱区分

学校教育関係者

社会教育関係者
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平成３０年度 中央市民センター運営方針

「 誇 り あ る  ま ち づ く り を  人 づ く り か ら」
福岡市では，市民一人ひとりが互いに人権を尊重し，国籍や年齢，性別や障がいの

有無などにかかわらず，多様性を認め合うとともに，多くの市民が身近な地域の課題

やまちづくりに主体的に関わり，知識や経験を生かして，社会の担い手，支え手とし

て意欲的に社会参加し，活動することをまちづくりの目標に掲げています。 

 そうした中，すべての人々に等しく社会参加の道が開かれるためには，市民一人ひ

とりが人権感覚豊かな資質を備え，お互いの個性や違いを理解し合い支え合うことが

必要となります。 

また，少子・高齢化，情報化など社会構造の変化や価値観の多様化が進む中，地域

課題を解決するためには，より多くの市民の参加による多様な活動を促進していくこ

とが大切であり，そのためには様々な分野の学習を通じて，人材の育成や人材の発掘

を図ることが必要です。 

 これらを踏まえて，中央市民センターでは，人権尊重に関する事業を推進するとと

もに，地域課題の解決，社会参加や人材育成のための事業などを行います。 

 これらを通して，人々が人権を重んじ，互いに思いやり，豊かな「まちづくり」に

自ら参画する，誇りある福岡市の実現を目指します。 

１ 人権尊重のまちづくりの推進 

「福岡市人権教育・啓発基本計画」等に基づき，あらゆる人権問題の解決を目

指す事業を推進します。また，公民館をはじめとする関係機関と連携を図り，地

域における人権教育活動に対する支援を行います。 

○人権啓発事業 中央区人権を考えるつどいなど

○公民館支援事業 公民館人権教育研修会など

○人尊協支援事業 中央区人権尊重推進協議会活動交流会など

○ＰＴＡ支援事業 各小・中・特単位ＰＴＡ人権教育研修支援など

２ 生涯学習の充実・推進 

 中央区の生涯学習拠点として，市民が抱える様々な地域課題の解決に向けた支援

や，生涯にわたって行う自主的な学習活動を推進することにより，市民一人ひとり

の生きがいある豊かで充実した人生の実現を目指します。 

またボランティア団体等との共働により，人材育成や学習した成果を地域に還元

することを通じて，支えあいのまちづくりを目指します。 

３ 施設の管理運営の充実 

  中央市民センターの管理運営については，指定管理者制度を導入しており、適

正な進行管理や評価を行うとともに，市と指定管理者が連携を密にして，市民が

気軽に利用できる安心と安全に配慮した施設となるよう努めます。 

 また，市民センターの設置目的に応じた市民サービスがより一層良いものとな

るよう，人権尊重や生涯学習推進の視点に立った指定管理者となるよう，能力や

資質の向上に努めます。 
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事業名　【対象】 趣旨・内容 参加者数

中央区人権を考えるつどい
【人尊協，ＰＴＡ，一般】

人尊協活動のＰＲを図るとともに，
市民に広く人権学習の場を提供
し，人権という普遍的な文化の構
築と人の多様性を認め合う社会
の実現を目指して実施するもの。

9月22日(金) 13:30～15:00
　内田　美智子さん講演会
　「人はそこにいるだけで価値がある」

　  176人

人権文化セミナー
【ＰＴＡ，人尊協，一般】

いろいろな人権侵害の実態に触
れて視野を広げるとともに，その
解決に向けた取り組みの中に暮
らしの隅々まで人権意識が根付
いた社会をめざす。

6/20(火)「生まれてきてくれてありがとう」
　　堀井　智帆
6/24(土)「『食育』食べることは生きること」
　　稲益　義宏
6/27(火)「自分らしくｷﾗｷﾗ生きる」浦田 理恵

　 　77人
　 　70人
　  196人
 計343人

公民館人権教育研修会
【地域指導者，一般】

人権問題の正しい理解と人権尊
重の精神に徹した市民の育成を
図るため，公民館講座受講者や
サークル代表者等を対象に実施
するもの。

４月～３月
＊各公民館 １～２回開催

―

中央区人権啓発連絡会議
【人尊協，各種団体】

中央区内各校区の人尊協や各
種団体の代表者等が集い，人権
のまちづくりを推進するため，「市
民のつどい」の開催や人権標語・
ポスターの募集，機関紙「こうろ」
の発行を行う。

6月14日(水)
　総　会　 13:30～14:00
　研修会  14:00～15:30
　　　講師：鎮守　恵子
　「ふんわりまるくいきましょう」

参加委員
　 27人
　 26人

人尊協役員等視察研修
【人尊協役員・委員】

人権関連施設などの現地に赴
き，見聞を広めるとともに，それぞ
れの校区で報告会を行い知識を
共有する。

11月2日（木）
　視察先：レストランゆずのき（西区）

参加人員
    22人

人尊協活動交流会
【人尊協役員・委員，人啓連
委員】

人尊協の年間活動を総括し，事
例提供や協議を通して，情報交
換と相互の活性化を図る。

3月2日（金）
全体会講師：福岡アジア都市研究所
研究主査　柳　基憲
「福岡に住んで思うこと」

全体会67人
分科会51人

広報紙づくりセミナー
【人尊協役員・委員】

人尊協における広報紙づくりの
実践的な知識や技術を学び，活
動のより一層の充実をめざす。

6月7日（水）　フリーライター　浅草　研二
　19人

校区人尊協支援
各校区の人権尊重推進協議会
の活動の活性化を図るため，諸
活動の支援や助言・指導を行う。

４月～３月
各校区人尊協総会・運営委員会・役員会，
研修会・講演会

―

ＰＴＡ人権教育研修担当者
連絡会
【成人教育委員等】

ＰＴＡ人権教育研修を効果的に
実施するため，人権問題の基本
認識と研修計画の立案を学ぶ。

5月16日（火）10:00～12:00
5月17日（水）13:30～15:30
（２回実施）

　  22人
  　13人
　計35人

単位ＰＴＡ人権教育研修
支援　（出前研修）
【成人教育委員等】

ＰＴＡ人権教育研修を効果的に
実施するため，ＰＴＡ成人委員や
役員を対象に人権教育研修を実
施する。

６月～３月
＊各単位ＰＴＡ  ２回程度開催

―

単位ＰＴＡ人権教育研修
支援
【ＰＴＡ会員】

人権問題の正しい理解と人権尊
重の視点に立ったＰＴＡ活動の
推進を図るため実施する。

９月～３月
＊各単位ＰＴＡ  １回開催

―

研修講座
（小・中・特別支援学校）

6月　9日(金)小学校
5月18日（木)中学校・特別支援学校

 415人
  98人

研究集会 （小・中学校）
9月15日（金）小学校
8月18日（金）中学校

 144人
 176人

広報紙づくりセミナー
【ＰＴＡ役員，委員】

ＰＴＡにおける広報紙づくりの実
践的な知識や技術を学び，活動
のより一層の充実をめざす。

6月2日（金）　フリーライター　浅草　研二
　27人

講師等敬称略

平成29年度　中央市民センター主催事業実施状況
平成30年3月末日現在

人
権
啓
発
事
業

人
尊
協
支
援
事
業

P
T
A
支
援
事
業

区ＰＴＡ研修事業

公
民
館

支
援
事
業
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事業名　【対象】 趣旨・内容 参加者数

中央区人権を考えるつどい
【人尊協，ＰＴＡ，一般】

人尊協活動のＰＲを図るととも
に，市民に広く人権学習の場を
提供し，人権という普遍的な文
化の構築と人の多様性を認め合
う社会の実現を目指して実施す
るもの。

9月28日(金) 13:30～15:00
　田尻　由貴子さん講演会
　「赤ちゃんポストは，それでも必要です～子ど
もは未来の宝物～」

―

人権文化セミナー
【ＰＴＡ，人尊協，一般】

いろいろな人権侵害の実態に触
れて視野を広げるとともに，その
解決に向けた取り組みの中に暮
らしの隅々まで人権意識が根付
いた社会をめざす。

6/20(水)「この命，見捨てますか？」　藤井守人
6/21(木)「ｵｶﾘﾅで伝える人権文化の新たな風」
　　　　　　山口裕之
6/27(水)「LGBTの存在をもっと身近に」
　　　　　　三浦暢久
6/29(金)「子どもへの性の伝え方」　犬飼まひろ

　 　54人
　 　54人
　   54人
     64人
 計226人

公民館人権教育研修会
【地域指導者，一般】

人権問題の正しい理解と人権尊
重の精神に徹した市民の育成を
図るため，公民館講座受講者や
サークル代表者等を対象に実
施するもの。

４月～３月【実施中】
＊各公民館 １～２回開催

―

中央区人権啓発連絡会議
【人尊協，各種団体】

中央区内各校区の人尊協や各
種団体の代表者等が集い，人
権のまちづくりを推進するため，
「市民のつどい」の開催や人権
標語・ポスターの募集，機関紙
「こうろ」の発行を行う。

7月11日(水)
　総　会　 13:30～14:00
　研修会  14:00～15:00
　　　講師：生涯学習推進課　別府　洋一郎
　「認知症と向き合う」

―

人尊協役員等視察研修
【人尊協役員・委員】

人権関連施設などの現地に赴
き，見聞を広めるとともに，それ
ぞれの校区で報告会を行い知
識を共有する。

11月1日（木）
　視察先：福岡県人権啓発ｾﾝﾀｰ（春日市）

―

人尊協活動交流会
【人尊協役員・委員，人啓
連委員】

人尊協の年間活動を総括し，事
例提供や協議を通して，情報交
換と相互の活性化を図る。

3月1日（金）
全体会講師：福岡工業大学　名誉教授
　佐藤直樹「目くじら社会ニッポンの正体」

―

広報紙づくりセミナー
【人尊協役員・委員】

人尊協における広報紙づくりの
実践的な知識や技術を学び，活
動のより一層の充実をめざす。

6月1日（金）
　㈱フラウ　代表取締役　濱砂　圭子

　　15人

校区人尊協支援
各校区の人権尊重推進協議会
の活動の活性化を図るため，諸
活動の支援や助言・指導を行う。

４月～３月【実施中】
各校区人尊協総会・運営委員会・役員会，研
修会・講演会

―

ＰＴＡ人権教育研修担当者
連絡会
【成人教育委員等】

ＰＴＡ人権教育研修を効果的に
実施するため，人権問題の基本
認識と研修計画の立案を学ぶ。

5月15日（火）10:00～12:00
5月16日（水）13:30～15:30
（２回実施）

　  28人
  　　7人
　計35人

単位ＰＴＡ人権教育研修
支援　（出前研修）
【成人教育委員等】

ＰＴＡ人権教育研修を効果的に
実施するため，ＰＴＡ成人委員
や役員を対象に人権教育研修
を実施する。

６月～３月【実施中】
＊各単位ＰＴＡ  ２回程度開催

―

単位ＰＴＡ人権教育研修
支援
【ＰＴＡ会員】

人権問題の正しい理解と人権尊
重の視点に立ったＰＴＡ活動の
推進を図るため実施する。

９月～３月【実施中】
＊各単位ＰＴＡ  １回開催

―

研修講座
（小・中・特別支援学校）

6月　8日(金)小学校
5月17日（木)中学校・特別支援学校

 　329人
  　80人

研究集会 （小・中学校）
9月14日（金）小学校
8月 9日（木）中学校

―

広報紙づくりセミナー
【ＰＴＡ役員，委員】

ＰＴＡにおける広報紙づくりの実
践的な知識や技術を学び，活動
のより一層の充実をめざす。

6月6日（水）
　㈱フラウ　代表取締役　濱砂　圭子

　　21人

講師等敬称略

平成30年6月末日現在

人
権
啓
発
事
業

人
尊
協
支
援
事
業

P
T
A
支
援
事
業

区ＰＴＡ研修事業

平成30年度　中央市民センター主催事業実施計画及び実施状況

公
民
館

支
援
事
業
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事業名　【対象】 趣旨・内容 参加者数

思春期子育て応援セミナー
【一般】

中高生のお子さんをもつ保護者
の方を中心に，思春期の子ども
との関わり方についてテーマ別
に理解を深め，より良い親子関
係を築けるよう支援する。

今年度ﾃｰﾏ：「思春期の子育て
に活かすｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」
2月8日(木)・15日(木)14～16時
講師：陣内　ちはる氏

45名

子育てサロンの支援
【乳幼児とその親】

保護者と子どもが自由に訪れる
ことができ，子育ての悩みや交
流を図る場所として，中央区もも
の会ふれあいサロンの活動を支
援する。

毎月第２・４火曜日
　11：00～14：00

延440名

シニアボランティアの紹介事業
地域や福祉施設，公民館，留守
家庭子ども会等にボランティアを
紹介する。

◎ボランティアの活動状況
(延 3,141人，延 828箇所）

音楽でボランティア
パワーアップ講座
【６０歳以上】

音楽療法的な活動（歌唱，リズム
トレーニング，鑑賞）を取り入れ
たプログラムを学び，地域や高
齢者福祉施設でのボランティア
活動に活かす。

9月13日,9月27日，10月11日，
10月25日
（全４回・水曜日）

延105名

夢を描こう！
５０代からのライフデザイン講座
【５０歳以上】

今までの人生の振り返りと今後
の人生について同世代と共に考
え，自分の目標や夢，社会への
貢献を描く「ドリームマップ®」の
作成を通して，心豊かなセカンド
ライフを目指す。

10月14日，10月28日，11月4日
　(全３回・土曜日）

延66名

ボランティア入門講座
【一般】
シニアフレンズ福岡ボランティア
協議会との共催事業

シニアフレンズ福岡のボランティ
アグループが講師となり，活動
経験を活かした入門講座を開講
して，ボランティア活動の啓発を
行う。

6月13日(火)
　実体験に学ぶ傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
　入門講座
9月12日(火)
　手話ﾀﾞﾝｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ入門講座

30名

23名

歴史講座
｢福岡の偉人たちの足跡を
  たどる｣
【一般】
シニアフレンズ福岡ボランティア
協議会との共催事業

シニアフレンズ福岡の歴史ボラ
ンティアグループが講師や案内
ガイドをつとめ，福岡の偉人を
テーマに講話やゆかりの地をた
ずね，郷土史への関心を高め
る。

4月6日･13日･20日･27日
（全４回・木曜日）
(平野國臣，神屋宗湛について
の講義2回，西公園，妙楽寺な
どのまち歩き2回）

延181名

ボランティアのつどい【一般】
シニアフレンズ福岡ボランティア
協議会との共催事業

シニアフレンズ福岡ボランティア
協議会所属グループの発表や
交流カフェを通して，ボランティ
ア活動の啓発を行う。

１１月14日（火） 70名

福岡地域史講座
【一般】

福岡の興味ある歴史を学び，郷
土に対する歴史認識を深めるこ
とで，地域への誇りと愛着を育
み，地域コミュニティ意識の形成
に資する。

｢交通からみた天神発展史～
天神発展のｶｷﾞは｢鉄道｣にあ
り!?～｣
11月21日（火）13：30～15：30
西日本鉄道㈱広報部
ｱｰｶｲﾌﾞ担当課長　吉富 実氏

130名

日本語教室
【在日外国人】

在日外国人の日本語学習と日
本文化の理解を深めるために実
施する。指導は市民ボランティア
講師が行う｡

通年
火曜昼コース
 13:30～15:30
木曜昼コース
 14:00～16:00

延513名
（49回）
延297名
（36回）

平成29年度　中央市民センター主催事業実施状況
平成30年3月末日現在
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事業名　【対象】 趣旨・内容 参加者数

ロビーコンサート
【一般】

市民に身近で気軽に音楽に触
れる機会を提供するため，楽器
演奏や歌唱ﾐﾆ･ｺﾝｻｰﾄを開催。
出演は市民ｾﾝﾀｰ利用団体や一
般の音楽家。

篠笛演奏をはじめ，ｶﾝﾂｫｰﾈやｼｬﾝｿﾝの独
唱，ｺﾞｽﾍﾟﾙ･ｺﾝｻｰﾄ，ﾌﾙｰﾄのｱﾝｻﾝﾌﾞﾙな
ど，4月～3月まで月1回，いろいろな分野
の音楽会を開催した。

約430名

健康講座
『乳がん自己検診セミナー』
【女性】

早期発見で90％以上が治癒でき
ると言われる乳がんの，自己検
診の時期と方法を学ぶ。

4月21日（金）開催（託児あり)。乳がんの自
己検診を，自分を守る習慣にし，ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ
の中に取り込んでもらえるよう，病院の放射
線技師や看護師で構成されたﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｱﾄﾞ
ﾊﾞｲｻﾞｰの方々に教えていただいた｡

20名

パソコン講座　エクセル入門編
『パソコンでシニアライフを
楽しもう！』
【60歳以上】

高齢者にもﾊﾟｿｺﾝをﾏｽﾀｰしてい
ただき，情報技術に触れる機会
と基礎を身に着けていただくた
め，ｼﾆｱのﾊﾟｿｺﾝ初心者を対象
に，ｴｸｾﾙの基礎講座を開催。

5月12日～6月16日全６回(金曜日)開催。
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝを持ち込んで，ﾊﾟｿｺﾝの基本知
識を学び，ｷｰﾎﾞｰﾄﾞの基本操作から，簡単
な四則演算などの関数，表やｸﾞﾗﾌの作成
の仕方を学んだ。

延180名
（6回）

映画を通して見るFUKUOKA
～映画・ドラマで夢を広げよう～
【一般】

福岡で撮影した映画やﾄﾞﾗﾏの撮
影こぼれ話や，撮影場所ｸｲｽﾞな
どを通して，市民の方々が福岡
のまちに興味を持っていただく機
会を設ける。

７月8日（土）14：00～15：30
福岡市経済観光文化局ｺﾝﾃﾝﾂ振興課の
福岡ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝの協力で，講座を開催。
福岡のﾛｹ地ﾏｯﾌﾟを使ったり，福岡の魅力
を再認識する機会になった。

42名

夏休みファミリー映画会
【子どもとその保護者】

夏休みにｼｱﾀｰの大ｽｸﾘｰﾝで親
子一緒に映画を楽しめるよう，ﾌｧ
ﾐﾘｰ向け映画の無料上映会を開
催する。

８月20日（日）（10時～/14時～）
能古島が舞台となった映画『なつやすみの
巨匠』を，中島良監督と主人公を務めた野
上天翔君の舞台挨拶の後，1日2回上映。

250名

中央市民センター文化祭
【一般】

市民ｾﾝﾀｰ利用ｻｰｸﾙの日頃の
活動の発表の場として，作品展
示や楽器演奏，ｺｰﾗｽ等をご披
露いただくとともに，中央区の高
校生の文化芸術の発表を行う。

10月22日(日）開催。ﾛﾋﾞｰやｴﾝﾄﾗﾝｽで作
品の展示会，ﾎｰﾙでは音楽演奏会などを
行う。家庭菜園や折り紙の講座，健康や食
に関する講座も開設し，九州北部豪雨災
害義援金のためのﾊﾞｻﾞｰも行った。

約1,000名

クリスマス
子どもお楽しみ会
【子どもとその保護者】

昔懐かしい伝承遊びを通して，
創造性を伸ばし，友達と一緒に
触れ合いながら遊ぶことの大切
さに気づいてもらう機会とする。

12月23日（祝土）開催。中央市民ｾﾝﾀｰのｼ
ﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙの協力のもと，人形劇，
折紙，お手玉などの昔遊びの体験や，ﾀﾞﾝ
ﾎﾞｰﾙ遊具で遊ぶｺｰﾅｰを設けて，沢山の
親子に楽しんでいただいた。

約300名

健康講座
『ロコモチェックで健康寿命を
延ばそう！』【一般】

ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（運動器症候
群）について学び，家でできるﾄ
ﾚｰﾆﾝｸﾞの方法を教えていただ
く。

3月3日（土）開催。日々の運動が，ﾛｺﾓ対
策になることを学習し，健康寿命の大切さ
を再認識してもらうｾﾐﾅｰで，とても参考に
なったという意見が多かった。

21名

みんなの情報広場 （掲示板）

公民館や地域団体の活動状況，
子育て関連事業その他の市民
活動に関する情報発信の場を提
供する。

特設掲示板：公民館ｺｰﾅｰ，人尊協ｺｰﾅｰ
，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等。

　　―

市民センターホームページ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用して，中央市民
センターに関する，より多くの速
報性のある情報を発信する。

ｽﾀｯﾌﾌﾞﾛｸﾞや主催事業の告知，ﾎｰﾙの空き
情報や催し物案内，市民ｾﾝﾀｰﾆｭｰｽ等を
更新した。

　　―

自習室の提供
空会議室を利用して，夏休み期
間中に学生に向け，自習室とし
て開放する。

要望の多かった自習室（自学自習の場）を
提供し，運営管理した(7/21～8/31) 。

延335名

コミュニティーボード

市民の方々の作られた文化芸術
作品等を展示することにより，気
軽に発表できる場，交流の場とし
て，ﾛﾋﾞｰを活用していく。

東日本大震災の被災者の作品や手芸，生
け花，写真の作品などを掲示。

　　―

平成29年度　中央市民センター主催事業実施状況
平成30年3月末日現在
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事業名　【対象】 趣旨・内容 参加者数

思春期子育て応援セミナー
【一般】

中高生のお子さんをもつ保護者
の方を中心に，思春期の子ども
との関わり方についてテーマ別
に理解を深め，より良い親子関
係を築けるよう支援する。

「思春期の子育てに活かす
アンガーマネジメント」
9月13日(木)・20日(木)14～16時
講師：陣内　ちはる氏

―

子育てサロンの支援
【乳幼児とその親】

保護者と子どもが自由に訪れる
ことができ，子育ての悩みや交
流を図る場所として，中央区もも
の会ふれあいサロンの活動を支
援する。

毎月第２・４火曜日
　11：00～14：00

延108名

シニアボランティアの紹介事業
地域や福祉施設，公民館，留守
家庭子ども会等にボランティアを
紹介する。

◎ボランティアの活動状況
(延 508人，延 178箇所）

音楽でボランティア
パワーアップ講座
【概ね６０歳以上】

音楽療法的な活動（歌唱，リズム
トレーニング，鑑賞）を取り入れ
たプログラムを学び，地域や高
齢者福祉施設でのボランティア
活動に活かす。

6月13日，6月27日，7月11日
（全3回・水曜日）

延べ50名
(6月2回分)

ボランティアのための小噺
チャレンジ講座
【概ね6０歳以上】

聞き手を引きつける「つかみ」と
場を和ませる笑いの「オチ」があ
る小噺を実践的に学び，ボラン
ティア活動に活かす。

7月3日，7月10日，7月17日
　(全３回・火曜日）

―

ボランティアのためのお手玉
チャレンジ講座
【概ね60歳以上】

五感を刺激することによる脳の
発達と活性化に効果のあるお手
玉を学び，ボランティア活動に活
かす。

10月3日，10月10日
（全2回・水曜日）

―

ボランティア入門講座
【一般】
シニアフレンズ福岡ボランティア
協議会との共催事業

シニアフレンズ福岡のボランティ
アグループが講師となり，活動
経験を活かした入門講座を開講
して，ボランティア活動の啓発を
行う。

9月11日(火)　折り紙ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
　　　　　　　　　入門講座
9月12日(水)・26日(水)
　　　　　　　　　人形劇ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
　　　　　　　　　入門講座

―

歴史講座
｢西郷どんと福岡藩勤王の志士
たち｣
【一般】
シニアフレンズ福岡ボランティア
協議会との共催事業

シニアフレンズ福岡の歴史ボラ
ンティアグループが講師や案内
ガイドをつとめ，西郷隆盛と平野
國臣ゆかりの地をたずね，郷土
史への関心を高める。

5月22日(火）　（講義）
5月29日（火）　（まち歩き）
（全2回）

延83名

ボランティアのつどい【一般】
シニアフレンズ福岡ボランティア
協議会との共催事業

シニアフレンズ福岡ボランティア
協議会所属グループの発表や
交流カフェを通して，ボランティ
ア活動の啓発を行う。

11月13日（火）
―

福岡地域史講座
【一般】

福岡の興味ある歴史を学び，郷
土に対する歴史認識を深めるこ
とで，地域への誇りと愛着を育
み，地域コミュニティ意識の形成
に資する。

11月27日（火）14～16時
「黒田家の甲冑・刀剣に見る福
岡藩の歴史（仮題）」福岡市博物
館学芸課学芸係長　又野誠氏

―

日本語教室
【在日外国人】

在日外国人の日本語学習と日
本文化の理解を深めるために実
施する。指導は市民ボランティア
講師が行う｡

通年
火曜昼コース
 13:30～15:30
木曜昼コース
 14:00～16:00

延149名
（11回）
延82名
（11回）

平成30年6月末日現在
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事業名　【対象】 趣旨・内容 参加者数

ロビーコンサート
【一般】

市民に身近で気軽に音楽に触
れる機会を提供するため，いろ
いろなｼﾞｬﾝルの方々に出演いた
だき，ﾐﾆｺﾝｻｰﾄを開催。

4月は二胡のｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ，5月はﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞ
ﾙｰﾌﾟによる映画音楽や童謡のﾒﾄﾞﾚｰ，6月
はﾌﾙｰﾄｺﾝｻｰﾄを開催した。
7月以降もｶﾝﾂｫｰﾈやｺﾞｽﾍﾟﾙなど，月に1
回，昼の時間帯に開催の予定。

約100名

健康講座
『生活習慣病と大人の食育講
座』
【一般】

食事，運動，睡眠等が脳卒中や
心疾患の原因になると言われて
いるが，これらの生活習慣病に
ついて正しく理解してもらう機会
にする。

4月19日(木)開催
済生会福岡病院の医師に生活習慣病に
ついて説明していただき，また管理栄養士
による病気予防のための食育講座も同時
に開催。ためになる無料の健康講座だった
という感想をいただく。

45名

パソコン講座　ワード入門編
『パソコンでシニアライフを楽し
もう！』
【60歳以上】

高齢者にもﾊﾟｿｺﾝをﾏｽﾀｰしてい
ただき，情報技術に触れる機会
と基礎を身に着けていただくた
め，ｼﾆｱのﾊﾟｿｺﾝ初心者を対象
に，ﾜｰﾄﾞの基礎講座を開催。

5月18日～6月22日　全６回（金曜日）開催
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝを持ち込んで，ｷｰﾎﾞｰﾄﾞの操作
や文書作成ｿﾌﾄ『ﾜｰﾄﾞ』の基本知識を学ん
だ。最終日には，文字や絵の入ったﾈｰﾑｲ
ﾝﾎﾟｴﾑを作成し披露した。

延150名
（6回）

夏休み映画会
【子どもとその保護者】

夏休みにｼｱﾀｰの大ｽｸﾘｰﾝで親
子一緒に映画を楽しめるよう，ﾌｧ
ﾐﾘｰ向け映画の無料上映会を開
催する。

8月25日（土) 10時～12時,14時～16時
原作は40カ国語以上で翻訳されたﾊﾟﾃﾞｨﾝﾄ
ﾝｼﾘｰｽﾞ。笑いと感動の物語『ﾊﾟﾃﾞｨﾝﾄﾝ２』
を1日2回上映。参加予定人数600名

　　―

中央市民センター文化祭
【一般】

市民ｾﾝﾀｰ利用ｻｰｸﾙの日頃の
活動の発表の場として，作品展
示や楽器演奏，ｺｰﾗｽ等をご披
露いただく。また，各種の講座も
開設。

10月28日(日)　開催
ﾛﾋﾞｰやｴﾝﾄﾗﾝｽで作品の展示，ﾎｰﾙでは
音楽演奏会などを行う。会議室では健康ｾ
ﾐﾅｰや歴史講座も開設。屋外ﾃﾝﾄではﾌﾟﾁ
ﾏﾙｼｪも開催予定。

　　―

クリスマス
子どもお楽しみ会
【子どもとその保護者】

昔懐かしい伝承遊びを通して，
創造性を伸ばし，友達と一緒に
触れ合いながら遊ぶことの大切
さに気づいてもらう機会とする。

12月22日(土)開催予定
中央市民ｾﾝﾀｰのｼﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙの協
力のもと，人形劇，折紙，お手玉などの昔
遊びの体験やﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ遊具で遊ぶｺｰﾅｰ
を設ける。

　　―

中央市民センターシネマ
【一般】

一般の方を対象にした無料の映
画会を，福岡ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝの協
力で開催。

3月10日(日)
福岡のまちの紹介や，福岡を題材にした作
品を選び，福岡のまちをＰＲしていく。

　　―

みんなの情報広場 （掲示板）
市民センターホームページ

公民館や地域団体の活動状況，
子育て関連事業等の情報発信
の場を提供する。また，ｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄを利用して，より多くの速報性の
ある情報も発信する。

公民館ｺｰﾅｰ，人尊協ｺｰﾅｰ ，みんなの情
報広場等の掲示板に随時掲示する。
ｽﾀｯﾌﾌﾞﾛｸﾞや主催事業の告知，市民ｾﾝﾀｰ
ﾆｭｰｽ等を更新していく。

　　―

緑のカーテン
一人一花運動

福岡市の『緑のｶｰﾃﾝ』事業や，
『一人一花運動』に賛同し，夏場
は窓辺に朝顔やｺﾞｳﾔを育てた
り，花壇には花を絶やさないよう
にする。

花や緑を育てることは，人の心を和ませ，
地球温暖化防止にもつながるので，
『FLOWER　CITY　FUKUOKA』に積極的
に取り組む。

　　―

季節のディスプレイ
自然観察コーナー

１階ｴﾝﾄﾗﾝｽを中心に，季節感あ
ふれるﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲを行う。
自然観察ｺｰﾅｰには，生き物や
どんぐりなどを展示している。

日本の四季をﾃｰﾏに，月毎に飾りつけを
行って，季節の移り変わりを感じていただ
いている。自然観察ｺｰﾅーでは，ﾒﾀﾞｶやｱ
ｹﾞﾊが卵や蛹から生まれるところを観察して
もらい，子どもからｼﾆｱの方まで喜んでいた
だいている。

　　―

自習室の提供
空会議室を利用して，夏休み期
間中に学生に向け，自習室とし
て開放する。

要望の多い自習室（自学自習の場）を，運
営管理していく（予定 7/21～8/31）。平成
28年度から生涯学習推進課と協議の上，
提供を開始。

　　―

コミュニティーボード

市民の方々の作られた文化芸術
作品等を展示することにより，気
軽に発表できる場，交流の場とし
て，ﾛﾋﾞｰを活用していく。

東日本大震災の被災者の作品や手芸，生
け花，写真展などを行い，支援活動やｻｰｸ
ﾙ紹介に役立っている。

　　―

平成30年6月末日現在

文
化
・
情
報
提
供
事
業
・
指
定
管
理
者
主
催

平成30年度　中央市民センター主催事業実施計画及び実施状況
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市民センター利用状況
◆施設別利用状況

件数 人数 件数 人数 件数 人数

345 74,016 253 53,568 318 67,260
612 15,115 669 16,899 674 16,854
794 10,594 829 10,172 831 11,435
709 8,766 748 8,443 749 9,390
622 14,271 669 13,862 672 15,544
715 9,386 755 9,894 766 10,563
819 6,153 795 5,213 789 5,699
627 3,397 670 3,452 647 3,720
598 3,144 650 3,217 609 3,400

5,841 144,842 6,038 124,720 6,055 143,865

◆他市民センターとの利用状況比較
○ 利用件数 （件）
　　　　　　　　　　　センター
　　　年度 中央 東 博多 南 城南 早良 西

27 年 度 6,055 3,230 4,452 4,579 3,288 4,129 4,259
28 年 度 6,038 4,766 4,142 4,618 2,960 4,175 4,101
29 年 度 5,841 5,551 4,158 4,412 3,132 3,873 4,207

○ 利用人数 （人）
　　　　　　　　　　　センター
　　　年度 中央 東 博多 南 城南 早良 西

27 年 度 143,865 82,462 101,323 121,298 75,579 95,616 123,658
28 年 度 124,720 134,129 85,002 139,238 71,696 95,919 134,384
29 年 度 144,842 156,380 107,090 131,104 70,391 94,903 132,028

※中央　ホール音響設備更新工事のため，Ｈ29．1 /4 ～ 3/31 （84日間）ホール利用休止
※東      平成28年6月からなみきスクエアに移転。
※博多　施設改修工事のため，Ｈ27.12.14～Ｈ28.9.30までホール利用休止
※城南　ホール吊り物修理のため，Ｈ28.1.15～Ｈ28.1.31までホール利用休止
　　　　　及びホール音響工事のためＨ30.1.4～Ｈ30.1.31までホール利用休止

年度 29年度 28年度 27年度
　　　　　　　　　　　　　開館日数
　　　施設

346日 346日 348日

ホ ー ル
視 聴 覚 室
音 楽 室
実 習 室
第 1 会 議 室
第 2 会 議 室
第 3 会 議 室
第 1 和 室
第 2 和 室
合 計
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◆施設別利用状況

件数 件数 件数

327 342 244
930 995 1,166

4,244 4,362 4,214
340 339 431

5,841 6,038 6,055

◆施設別利用率（利用件数比較）

ホール 視聴覚室 音楽室 実習室 第1会議室 第2会議室 第3会議室 第1和室 第2和室 平均

57.0 75.3 86.3 80.8 73.9 81.4 84.6 76.3 69.7 76.1

63.6 75.7 85.5 81.1 75.4 80.6 84.5 81.0 75.1 78.1
63.7 70.7 83.4 76.8 73.7 78.3 86.6 76.6 70.9 75.6

※利用率　：　①利用回数 ÷ ②利用可能回数

①利用回数　：　1日の利用区分を午前、午後、夜間の３回とし、利用の形態から利用回数を算出
　
②利用可能回数　：　１日の利用区分（３回）×開館日数

　　　　　　　　　　　　　年度
　 利用区分

29年度 28年度 27年度
人数 人数 人数

主 催 事 業 9,181 9,817 6,087
団 体 40,598 32,156 42,217

グループ・サークル 57,694 52,385 54,479
公 共 団 体 37,369 30,362 41,082
合 計 144,842 124,720 143,865

※平成28年度中央市民センターはホール音響設備更新工事のため，Ｈ29．1 /4 ～ 3/31 （84日間）ホール利用を休止

※中央市民センターの集計人数は，平成26年度から予約申請時人数でなく，実際に使用した（利用者）の人数とする

　　　　　　　　　　部屋
　年度

27年度

28年度

29年度
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※利用区分

○主催事業

市民センター主催事業

○団 体

社会教育関係団体， 地域団体， 企業団体，政治団体，

宗教団体，法人団体，労働組合など

○グループ・サークル

演劇舞台などの趣味，華道等の生活技術グループ，

同好会，愛好会などの社会教育関係グループ，または

職場等のサークルなど

○公共団体

主催事業を除く，本市の利用や，国・県の利用

平成29年度利用区分別利用状況（件数）
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