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Ⅰ はじめに 

西区まるごと博物館推進会とは・・・ 

西区内の自然，歴史，文化，活動団体などの様々な有形・無形の地域資源を「西区

の宝」と位置づけ，地域と行政の共働により保存・育成し，回遊性を持たせて一体

的に「展示」することを通じて，魅力的で個性的なまちづくりを行っています。 

推進会では，「西区の宝」に触れ親しんでいただけるイベントを多数開催するほか，

ホームページなどを利用して西区の宝に関する情報を発信したり，「西区の宝認定・

登録制度」による宝の掘り起こしなどを行っています。 

イベントの開催等に当たりましては，地域のみなさんをはじめ，多くの個人，団体，

企業の方々の御支援・御協力をいただきました。みなさんへの感謝の気持ちを込め，

今年の活動報告をさせていただきます。 

また，今年の取組みを振り返り今後の活動に役立てるため，さらには，西区まるご

と博物館の取り組みを広く知っていただくため，本報告書を作成します。 

 

西区まるごと博物館構想の趣旨に賛同した市
民が集まり結成されたボランティア団体で，
平成１７年８月に発足し，現在６０名以上の
メンバーが活動しています。
推進会は，「企画・広報部会」「自然部

会」「歴史部会」「文化部会」の４つの部会
に分かれ，役割を分担しながら活動していま
す。 

 各部会の会議を行うほか，運営会議 

  （会長，副会長，役員，各部会の代表者によ 

  る会議）や全体会議（メンバー全員による 

  話し合い）を開催します。 
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年間事業一覧 

Ⅱ 開催イベントについて 

日付 平成27年度 事業一覧 参加者数 

5/3,4 西区どんたくPRブース出展 会員の活動 

5/17 伊都祭出展 251人 

5/17 能古島散策ツアー 27人 

5/24 古代の山城跡・史跡めぐり縦走 16人 

6/６ 親子手作り教室・ランタン作り 37人 

6/20 知ってとくする!！西区歴史講座（第1回）    25人 

7/25 海を楽しもうin小戸ヨットハーバー 31人 

8/29 ハワイアンフェスティバルin小戸公園 約300人 

9/27 西区まるごと博物館in姪浜中央公園2015 約5,000人 

9/29 秋のゆったりクルージング 123人 

10/4 玄界島で楽しもう 40人 

10/4 西区の史跡探訪とトレッキング 49人 

10/18 登山と今津人形芝居を楽しもう 17人 

10/24 灯明&ライトアップツアー 約500人 

11/8 福岡マラソン2015応援 会員の活動 

11/21 クリスマスツリー作り 12人 

11/28 バードウォッチング入門講座（第１回） 12人 

12/5 知ってとくする!！西区歴史講座（第2回）    40人 

2/20 バードウォッチング入門講座（第2回） 雨天中止 

2/20 知ってとくする!！西区歴史講座（第３回） 40人 
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■日時： 平成２7年９月２7日（日） １０時００分～１５時００分  

■場所： 姪浜中央公園，九州電力西営業所１階 

■主催： 西区まるごと博物館推進会 

■共催： 西区役所 

■来場者数： 約５，０００人 

■主な催し： 

（１）体験型イベント 

  ① 親子手づくり教室 

         （ぽんぽん船等） 

  ② 勾玉づくり  

（２）まるごとステージ  

（３）展示コーナー 

  ① 西区の自然物語パネル展 

  ② 西区歴史よかとこ案内パネル展 

  ③ 唐津街道姪浜パネル展 

    ④ 伊都国歴史博物館パネル展 

（４）その他 

  ① お宝探しスタンプラリー＆大抽選会  

  ② 物販・飲食コーナー 

  ③ 消防車・水素自動車「MIRAI」展示  

１．西区まるごと博物館in姪浜中央公園２０１５ 

 西区まるごと博物館推進会の取組みのひとつとして，西区の宝を会場に一堂に集め，

自然や歴史・文化の魅力，豊かな産物などの「宝」に気軽に触れて楽しんでいただくイ

ベントを開催しており，この度，第１１回「西区まるごと博物館ｉｎ姪浜中央公園

2015」を開催しました。 

 

 

 

西区まるごと博物館スタッフ 

第1回 平成18年3月 小戸公園

第2回 平成18年11月 学研都市

第3回 平成19年10月 橋本

第4回 平成20年10月 小戸公園

第5回 平成21年9月 小戸ヨットハーバー

第6回 平成22年9月 さいとぴあ

第7回 平成23年10月 姪浜中央公園

第8回 平成24年9月 姪浜中央公園

第9回 平成25年9月 姪浜中央公園

第10回 平成26年9月 姪浜中央公園

■過去の開催状況： 
福岡大学ボランティアスタッフ 
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（１） 体験型イベント 

① 親子手づくり教室（ぽんぽん船等） 
  参加者数： 合計１０５組   参加費（材料代）：３００円 

 ○ 材料と道具を配布し，まるごと博物館推進会のメンバーが指導しながら，親子でものづ 

  くりを楽しんでもらいました。 

② 勾玉づくり 
  参加者数：７９組   参加費（材料代）：３００円 

 ○ 石を勾玉の形に削って，ネックレスを作りました。 

 

バードペインティング↑→ 

←↓ポンポン船 

 
 
子ども達に人気があったため，ポンポン船もバードペインティングも材料は完売でした。 
自分の作品を大切に持って帰る子どもの笑顔が私たちの喜びです。 
 
 
 

 
 
開催と同時に親子づれの参加者で最後まで盛況でした。子供より熱心なお父さんお母さんも見
受けられ，家族で勾玉づくりを楽しんでいただきました。陽射しが強かったせいかテントの外
側辺りの参加者は，親子汗だくで勾玉をつくっていました。テントの増設も検討したいと思い
ます。 
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（２） まるごとステージ 

 

 

↑創作和太鼓の会 花鼓周        

  ↑今宿青木獅子舞保存会 

 ↑大宰府連雅会  ↑今津人形芝居保存会 

出演団体：12団体  

○ 「西区の宝」の中から文化を守る団体を中心に， 

  ステージに出演していただきました。 

 
 
 

↑西陵こども・ふれあい太鼓 

↑西区合唱団「西風」（西区合唱連絡会）        

 ↑今宿・玄洋子ども太鼓  ↑ギターアンサンブルカノン 

雲ひとつない快晴にめぐまれ 今年新たに登録された「西区の
宝」認定式からスタートしました。 
ステージでは この日に向けて練習を重ねてきた成果を精一杯
披露していただいた12団体のみなさんと，観客の惜しみない
拍手で大いに盛り上がった一日でした。 
ボランティアのみなさんも時間ができたからと，飛び入りで
手伝いに参加してくれたグループもいたり，学生さん達も率
先して力仕事に汗を流してくれたりと，ステージの進行に大
いに協力していただきました。 
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（３） 展示コーナー 

① 西区の自然物語パネル展 

② 西区歴史よかとこ案内パネル展 

③ 唐津街道姪浜パネル展 

今年は新たに自然に詳しいスタッフが加わった

ため，充実したパネルの案内が出来ました。 

ご来場いただいた方々は，西区に綺麗で可愛ら

しい生き物が住んでいることに，深い感動を覚

えられたようでした。 

 

 

展示会場が，九電ビル内にもかかわらずスタンプラ

リーのポイント地点だったこともあってたくさん 

親子連れの方がパネルを見ていただきました。 

来場者からは，西区にある史跡や神社・寺院並びに

古墳などを，とても興味深く見ていただき，「西区

歴史よかとこ案内人」の説明にも，色々と質問して

いただきました。 

今回は，伊都国歴史博物館ボランティアの会にも，

歴史に関するパネルも展示及び説明をしていただき

ました。 

 
当日の天気は快晴でしたので，室内で開催
したパネル展には，来場者も少ないと思わ
れましたが，幸いにも，お宝探しスタンプ
ラリ－の受付が設置されていましたので，
絶え間なく来場者が来られました。 
また，唐津街道姪浜には，伝統的な町家や
町並みがあり，興徳寺や姪浜住吉神社，小
戸大神宮等数多くの寺社と一体となって，
姪浜の町が形成されている事に関心を持た
れた方が多かったです。 
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（４） その他のイベント 

① お宝探しスタンプラリー＆大抽選会 
  
 参加者数：約8００人 

○ 会場内を廻って，スタンプを３つ集めたら，抽選会に参加できます。 

○ 協賛企業よりたくさんの豪華な景品をいただき，多くの方が抽選会に参加していました。 

② 物販・飲食コーナー 
  
○ 地元の産物を販売するお店，地域の活動団体，福祉作業所や障がい者授産施設などの 

  手づくり製品・食品を販売する店が合計31店が出店し，会場を賑やかにしてくれま 

    した。 

③ 消防車・水素自動車展示 
  
○ 姪浜消防分団のご協力で，会場の安全確保を兼ねて，九州電力西営業所玄関前で 

  消防車の展示を行いました。消防車や消防団員との記念撮影も好評でした。 

    また今年は，西部法人会のご協力で，水素自動車「MIRAI」の展示も行いました。 
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  出店団体 主な内容 

1 姪友会 酒類,ジュース,弁当,蒲鉾,イカ,ゲソ,とうもろこし,フランクフルト,栗饅頭 

2 唐津街道姪浜まちづくり協議会 ボタ山カレー，ヤキソバ，石炭ケーキ 

3 
地域活動支援センター 
風花福祉作業所 

手芸品，おもちゃ，まな板 

4 いきいき工房 焼菓子類，ヨーヨー，自主製品 

5 福岡市西区社会福祉協議会 
福祉体験コーナー 
①標識クイズ②ユニバーサルデザイン 

6 
福岡市青少年団体指導者協会 
西区 

手づくりおもちゃの販売，遊び方指導 

7 レストラン ゆずのき ゆずのきカレー，レトルトカレー，ポップコーン 

8 
障がい福祉サービス事業所わく
わくランド 

授産品販売 

9 ひた生活領事館 乾し椎茸・栗等の販売，水に戻した乾し椎茸バター焼きの試食 

10 社会福祉法人至情会 碧園 綿菓子,山菜おこわ,コロッケ,唐揚,野菜,果物,漬物,碧王茶（※王は○囲み） 

11 
地域活動支援センター 太陽・
M 

小物，そばがらマクラ，手作り雑貨 

12 
多機能型事務所 とわ・え・も
あ 

焼き菓子,缶ジュース,ノンアルコール飲料,雑貨,冷やしぜんざい 

13 インド料理 サプナ インド料理 

14 美の松露 美の松露，松ぼっくり炭火焼き，フリーマーケット（洋服，食器等） 

15 シュテファン 焼きソーセージ，生ビール，ジュース等 

16 ３９ふぁーむ 農作物，加工品販売 

17 福岡応急手当て普及の会 救急救命応急手当講習 

18 姪浜大通り花壇ボランティア 花苗，ふくよかチップの無料配布，地球温暖化防止活動，エコ展示 

19 
障がい福祉サービス事業所サン
ハウス 

射的（景品有） 

20 ビミナン インド料理 

21 
環境たくみの会「姪浜駅南エコ
クラブ」 

エコものづくりワークショップ，小物販売 

22 
姪浜商店街の女将さんを応援す
る会「あこめっこ」 

削り節,みそメロンパン,レモンケーキ,おにぎり弁当,お茶,スコーン,コーヒー 

23 西区食生活改善推進員協議会 西区食生活改善推進員協議会のＰＲと広報，パンケーキの試食 

24 福岡市家庭動物啓発センター 動物愛護や適正飼育についての啓発，パネル展示等 

25 福岡マラソン実行委員会事務局 福岡マラソン開催についてのPR 

26 ゆい スーパーボールすくい，手作り品，冷たい鯛焼き 

27 ぴあすまいる西センター 子ども向けゲームコーナー 

28 （株）ふくや 福来る家 からあげ・中華チャーハン弁当販売 

29 
社会福祉法人 のぞみの里  
生活介護事業所 そよぎ今宿 

クッキーや雑貨（バッジ，アクセサリー，石けん）の販売 

30 
公益社団法人 福岡西部法人会
(第6B支部) 

知っとうね"神楽" 

31 ノートルダムマリノア 抽選会，式場等の案内 

出店団体 

当日は天候にも恵まれ，多数の方にご来場いただきありがとうございました。 
ご協力いただきました関係者，関係団体，スタッフの皆さま，おつかれさまでした。 
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（５） ご協力・ご協賛一覧 
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（６） 広報（開催案内記事） 

市政だより 
（西区版）  
平成２7年９月 
1５日号 

公民館だより 
平成２７年９月号 
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（６） 広報（事前告知用チラシ，スタンプラリー台紙） 

事前告知用 
チラシ 

スタンプラリー 
台紙 
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（６） 広報（当日配布パンフレット） 
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（６） 広報（その他） 

平成2７年10月９日（金） 

西日本新聞 朝刊 

福岡贔屓（ビィーキ） 
平成2７年9月11日号（179号） 
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（６） 広報（フリーペーパー） 

マイタウン姪浜11月号 
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実施内容

備考

目的
各種の桜について解説及び，西区内外の桜の名所を案内することで，自
然について関心を持っていただく。今年度初開催。

講師 西区まるごと博物館自然部会会員　森　陽一　氏

開催場所 西市民センター３階実習室

参加人数 ２６人

スタッフからの
コメント

さくらの花の形から分類の方法など写真を中心に詳しく説明を行った。テキス
トも詳しく好評でした。自宅の桜についての質問などには詳しく解説し，時間
が足りないくらいでした。

開催日時 平成27年４月４日(土) 10時～12時

事 業 報 告 書

事業名 2．さくら学入門講座

担当部会 自然部会

講座の様子 

光福寺の桜 旦過だるま堂の桜 愛宕神社の桜 
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スタッフからの
コメント

当日は，天気にも恵まれ心地よい風が吹く中，能古島を散策しました。
地元住民の方にもガイドのボランティアにご協力いただき，ありがとうご
ざいました。
参加者からも，普段知ることが無い能古島の一面を知ることが出来，とて
も良かった，また参加しますとの感想をいただきました。

実施内容

備考

事 業 報 告 書

事業名

開催日時

開催場所

参加人数

3．能古島散策ツアー

平成27年５月17日(日) ９時30分～12時30分

能古島

27人，地元協力4人

担当部会 企画・広報部会

目的
西区の宝に認定登録されている，能古展望台，能古博物館等を巡り西区の
魅力に触れていただく。今年度は，壇一雄を偲び年１回開催される「花逢
忌」を案内。

ガイドの様子（永福寺） ガイドの様子（能古博物館） 

アイランドパークでの集合写真 

平成27年5月21日(木)西日本新聞朝刊 
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実施内容

備考

目的 西区の歴史を身近に感じてもらうため，西区の山城跡・史跡を巡る。

開催場所 高祖山～高地山～叶岳，大塚古墳

参加人数 16人

スタッフからの
コメント

今宿野外活動センターから，高祖山・高地山・叶岳と途中解説を交え
て，長時間の尾根歩きでしたが，好天にも恵まれ，脱落者も出さずに全
員無事終えることができました。
帰りには今宿大塚古墳を見学，前方後円墳の大きさを実感していただき
ました。

開催日時 平成27年５月２４日(日) ９時～１６時

事 業 報 告 書

事業名 4．古代の山城跡・史跡めぐり

担当部会 歴史部会

ガイドの様子 

ガイドの様子 ガイドの様子（大塚古墳） 

登山の様子 登山前集合写真 

高祖山山頂集合写真 
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実施内容

目的
西区の自然にふれ，マリンスポーツを気軽に楽しんでいただくことで，
西区の魅力をPRする。

開催場所 小戸ヨットハーバー

参加人数 ３１人

スタッフからの
コメント

自然条件の天気・風・波は最高でした。スタッフも充実していました。
カヌー，小型ヨット，ウィンドサーフィン，スタンドアップサーフィン
の4種目の中から2種目を選んで体験してもらいました。ウインドサー
フィンに挑戦していたお母さんが，最後にはスーっと走れてニッコリ。
印象に残りました。

開催日時 平成27年７月２５日(土) ９時30分～１５時

事 業 報 告 書

事業名 5．海を楽しもう　in 小戸ヨットハーバー

担当部会 自然部会

カヌー体験 小型ヨット体験 カヌー体験 

ｽﾀﾝﾄﾞｱｯﾌﾟｻｰﾌｨﾝ体験 ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ体験 

←スタッフ打ち合わせ 

平成2７年８月１４日

（金） 

西日本新聞 朝刊   → 
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実施内容

目的
西区の魅力を広くPRするために，小戸公園でフラダンス，ゲストバンド
のステージ発表を行う。

開催場所 小戸公園内小戸大神宮社務所前

出演団体 10団体

スタッフからの
コメント

午後には雨が本降りとなり，中止か続行か判断に苦しみましたが，この
段階でゲストのジャズバンドには楽器のこともありキャンセルとしても
らいました。
しかし フラダンスのみなさんは是非踊りたいとの熱い要望もあって，急
遽テントを張り，その中で色とりどりの美しい衣装で，雨をもろともせ
ず華やかなダンスを繰り広げていただき，どの団体も晴れやかな笑顔で
終了しました。
決行してよかったと，スタッフ一同胸をなでおろしたものの，雨の日の
実施については，今後に向けて多々課題が残りました。

開催日時 平成27年８月２９日(土) １６時～１９時

事 業 報 告 書

事業名 6．ハワイアンフェスティバルin小戸公園

担当部会 文化部会

ステージの様子 

物販コーナーの様子 

平成2７年９月４日（金）西日本新聞 朝刊 
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ハワイアンフェスティバルin小戸公園

マイタウン姪浜 10月号 
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スタッフからの
コメント

当日は，天気にも恵まれたくさんの方にご参加いただきました。
海上より西区の宝を案内し，参加者の皆さまには大変喜んでいただきま
した。
ご協力いただきました西福岡マリーナマリノアの皆さまには感謝申し上
げます。ありがとうございました。

実施内容

備考 船内のガイド，西区まるごと博物館歴史部会　宮本氏，清田氏

開催日時 平成27年９月29日(火) 14時20分～15時20分

開催場所 博多湾

参加人数 123人

担当部会 企画・広報部会

事 業 報 告 書

事業名 7．秋のゆったりクルージング

目的
西福岡マリーナマリノアの協力で，クルーズ船マリエラで博多湾から西
区の宝(名所)を案内。敬老の日を記念して実施。

集合写真 

船内の様子 
船内の様子 

平成2７年10月16日（金）西日本新聞 朝刊 
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スタッフからの
コメント

史跡探訪と併せて，山歩きの中で出会った山野草や樹木など自然に関す
る案内を行いました。
また，野鳥の鳴き声から，鳥の名前や習性など説明し，参加者からは大
変喜ばれました。

実施内容

備考 西区まるごと博物館自然部会より牛尾氏，堀氏，井手氏同行

開催日時 平成27年10月４日(日) ９時半～15時

開催場所 飯盛山～叶岳

参加人数 49人

担当部会 自然部会（西区歴史よかとこ案内人主催事業，西区まるごと博物館共催）

事 業 報 告 書

事業名 8．西区の史跡探訪とトレッキング

目的
西区の魅力を広くPRするために，西区の飯盛山から叶嶽までの縦走ト
レッキングを開催。歴史探訪に加えて，樹木、草花、野鳥等の自然観察
を実施。

当日の様子 
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スタッフからの
コメント

博多港発の市営渡船を利用して市民の皆さんを早秋の玄界島へと案内しまし
た。
港に降りると，早速島の子どもたちによる和太鼓の歓迎セレモニーを合図に，
今年も「玄界島で楽しもう」が始まりました。
少し波が高かったですが，天候にも恵まれ，島一周ウォーキング・遊覧船・げ
んかい定食など，玄界島ならではの魅力を参加者の皆さんに満喫していただ
き，楽しく有意義な一日を過ごしました。

実施内容

備考

開催日時 平成27年10月４日(日) 8時20分～15時10分

開催場所 玄界島

参加人数 40人

担当部会 自然部会

事 業 報 告 書

事業名 9．玄界島で楽しもう

目的
西区の宝に認定登録されている玄界島の自然にふれて楽しんでいただく
ことを通して，多くの方に島の魅力を知っていただく。

集合写真 集合写真（柱島をﾊﾞｯｸに） 玄界小中学歓迎ｾﾚﾓﾆｰ 

昼食（げんかい定食） 島内ウォーキング 遊覧船 
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担当部会 歴史部会

事 業 報 告 書

事業名 10．登山と人形芝居を楽しもう

目的

西区の宝に新たに認定登録された毘沙門山登山と，今津の史跡を巡り西
区の歴史を探訪する。また同じく西区の宝に認定登録している今津人形
芝居保存会が行う人形芝居を観劇し，民俗行事を身近に感じてもらうこ
とを目的とする。

開催日時 平成27年10月１８日(日) ９時～16時

開催場所 今津周辺，さいとぴあ

参加人数 17人

スタッフからの
コメント

今回は元寇防塁を中心に歴史の説明をしました。毘沙門山登山ではお堂の中の
毘沙門天を拝観させていただき，山頂から博多湾に浮かぶ能古島，玄界島，大
机・小机各島々，志賀島地区，大崎地区の遠望を楽しんでいただきました。天
候にも恵まれ，登山途中では，自然部会の堀さんにご協力をいただき，草花の
説明をお願いしました。
参加者の方からは，歴史と自然と山登りの楽しさを味わうことができたと感謝
されました。下山後は，さいとぴあで開催されました今津人形芝居を観劇して
いただきました。

実施内容

備考

毘沙門山をﾊﾞｯｸに集合写真 毘沙門山山頂で集合写真 

ガイドの様子 

登山の様子 
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実施内容

担当部会 企画・広報部会

事 業 報 告 書

事業名 11．灯明&ライトアップツアー

目的
西区の宝である，唐津街道姪浜の姪浜住吉神社周辺の伝統ある町家や町並
みをライトアップし，姪浜の魅力をPRすることを目的として開催。今年
度初開催。

開催日時 平成27年10月24日(土) 18時～21時

開催場所 唐津街道姪浜

参加人数 約500人

スタッフからの
コメント

当日は，姪浜住吉神社の秋祭り「奉納舞台」との同日開催であり，たくさんの
方にご来場いただきました。
神社内及びイチョウの木，マイヅルみそ蔵，町家の石橋邸を1000個の灯明で
幻想的に照らしました。
準備には，本推進会スタッフの他，唐津街道姪浜まちづくり協議会，姪友会，
姪浜住吉神社，地元町内会及び町内の皆さまにご協力いただきました。また，
防災面では姪浜消防分団の皆さまにもご協力いただきました。ご協力いただき
ました関係者の皆さまありがとうございました。

ライトアップの様子 

準備の様子 

姪浜消防分団に監視し

ていただきました 
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灯明&ライトアップツアー

マイタウン姪浜 12月号 

26



スタッフからの
コメント

①6/20「西区よかとこ案内人」「まがたま会」の二人に前方後円墳の話をし
ていただ後，今宿大塚古墳に行き，現地で前方後円墳を見ていただきました。
丁度，古墳の整備中でしたが手入れも行き届いており，初めて見る前方後円墳
の形と未発掘であることに驚かれていました。
②12/5「邪馬台国は福岡平野にあった」の著者である，高柴昭氏に講演を依
頼していただきました。会場は満席状態で，休憩時間もとらず時間一杯お話し
をしていただきました。講演終了後は熱のこもった質疑応答が交わされまし
た。参加者から再度の講演依頼もありました。
③2/20「福岡の中世の山城について」をテーマに，福岡市の埋蔵文化財調査
課職員である，山崎龍雄氏に講演を行っていただきました。講演終了後は「福
岡にこんなにたくさんのお城があったとは知らなかった」「実際に現地に行っ
てみたいと思いました」との感想をいただきました。

実施内容

備考

開催日時
①平成27年6月20日(土) 10時～12時
②平成27年12月5日(土) 10時～12時
③平成28年2月20日(土) 10時～12時

内容/開催場所
①今宿古墳群（大塚古墳・山の鼻2号墳)について/さいとぴあ，今宿古墳群
②邪馬台国は福岡平野にあった/西市民センター
③福岡の中世の山城について/西市民センター

参加人数
①25人（一般参加者12人，まるごと10人，よかとこ３人）
②40人（一般参加者34人，まるごと6人）
③40人（一般参加者32人，まるごと8人）

担当部会 歴史部会

事 業 報 告 書

事業名 12．知ってとくする！！西区歴史講座

目的
西区の歴史に関心を持ち，身近に感じてもらうために市民公開講座を開
催する。

講座の様子 講座の様子 

会場内にパネル設置 講座の様子 
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スタッフからの
コメント

晩秋の室見川で野鳥を求めてウォーキングしました。
野鳥の会の皆さんのご協力で多くの望遠鏡が準備され，鳴き声も含めて三十数
種の野鳥を観察することができました。参加者の皆さんは，改めて水鳥の宝庫
である室見川の自然の魅力に引き込まれていました。
2月20日（土）に今津干潟での実施を予定していました，バードウォッチング
入門講座につきましては，雨天のため残念ながら中止となりました。

実施内容

備考

開催日時 平成27年11月28日(土) 10時～14時

開催場所 室見川

参加人数 12人，日本野鳥の会4人（講師含む）

担当部会 自然部会

事 業 報 告 書

事業名 13．バードウォッチング入門講座（第１回）

目的
室見川をウォーキングしながら野鳥についての解説を行うことで，自然
について関心を持っていただく。今年度初開催。

集合写真 

バードウォッチングの様子 
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１４．その他の活動 

【福岡マラソン２０１5の応援】 

 平成２7年１１月8日（日）に開催されました，福岡マラソン２０１5に， 

 本推進会でも応援団をつくり，西区のマリノアシティ福岡前で応援しました。 

 

【西区どんたくへの出展】 

 平成２7年５月３，４日に開催されました，西区どんたくに本推進会も出展しPRを 

 行いました。 
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【西区の自然物語パネル展】 

 西区にあふれている自然の魅力を多くの方に知っていただくために開催している，西区内

の動植物の写真と文章のパネル展示会です。 

 動植物たちの自己紹介形式で書かれた文章は「読みやすくておもしろい」ととても好評い

ただいており，アクロス福岡などのさまざまな場所で開催しています。 

【親子手作り教室】 

 伊都祭や公民館などで実施し，子ども達にもの作りの楽しさを体験してもらっています。 

 夏はぽんぽん船やランタン，冬は松ぼっくりのクリスマスツリーというように，季節ご 

 とに異なるもの作りを体験できます。  

   

←ランタン作り↓ 

←クリスマス 

 ツリー作り 

     → 
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Ⅲ 研修会 

   

 西区まるごと博物館推進会は、組織の活性化を図ることを目的として年１回他団体との   

  交流研修会を開催しています。 

 

 ・開催日 平成２８年２月１８日（木） 

 ・参加者 西区まるごと博物館推進会   １９名 

      唐津街道むなかた推進協議会   ６名 

 ・訪問先 宗像市（赤間宿，原町） 

 
 

午前中は、お互いの活動内容や意見交換を行い、午後からはガイドコース体験として、赤間宿、
原町を訪問しました。 
途中、谷井宗像市長にも駆け付けていただき、お話を伺うことができました。 

 
また、海の道むなかた館を訪問し、世界遺産登録を目指す沖ノ島等について、学習しました。 
ご協力いただきました、協議会及び事務局の皆さまありがとうございました。 
 研修で学んだことを生かして、今後も西区の魅力PRに取り組んでいきたいと思います。 

集合写真(中央は宗像市長) 

意見交換会 現地ガイド①（赤間宿） 

現地ガイド②（赤間宿） 現地ガイド③（原町） 

海の道むなかた館 
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Ⅳ 「西区の宝」について 

西区に存在する自然・歴史・文化・活動団体などの魅力ある地

域資源やそれらを保存・育成するような活動を行う人・団体に

ついて，市民からの推薦をもとに「西区の宝」として認定する

事業です。 

今回は新たに６件が西区の宝に認定され，現在141件の宝が認

定されています。 

また，「西区の宝」パンフレットを活用して，依頼があった学

校や各種施設等への出前講座を行います。 

 

 

 

【27年度認定登録】 

↑ 認定式の様子 

宝の区分 名 称 

歴史 唐津街道「今宿」沿いの史跡群 

自然 毘沙門山 

活動団体 
（自然を守る団体） 

白砂青松 美の松露 

活動団体 
（その他の活動） 

ｉＴＯＰ 

F.E.E.L. 

博多あん・あんリーダー会西支部 

唐津街道「今宿」沿いの史跡群     毘沙門山 

びしゃもんやま 

はくさせいしょう  びのしょうろ 

アイトップ 

フィール 

１．認定登録事業 
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西区の宝を広く知っていただくために，紹介用の冊子を作成しております。 

また，今年度は「西区の宝」をPRするために，カレンダーを2,300部作成し配布しまし

た。本推進会としては，初めての試みです。 

4月始まりの年度カレンダーということで，重宝していただきました。 

【市政だより掲載】 

 平成27年9月15日号に，本推進会の取り組み内容が掲載されました。 

２．広報 

「西区の宝」紹介用冊子 「西区の宝」カレンダー 
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Ⅴ おわりに 
 
■推進会の目標と今後の活動 

 
西区にあふれる様々な地域資源や地域のために活動する人・団体

（人的資源）といった「西区の宝」を掘り起こして整理し，広く知

られ，宝がより魅力的になるような仕掛けを加えて，多くの人が西

区の宝に触れられる場を提供していきたいと考えています。 

また，西区の宝に関わる人・団体のネットワークづくりなどを積極

的に行っていきたいと考えています。 

  

自然・歴史・文化・活動団体などの西区の宝に関する情報を募集

しています。 
  
 詳しくは，推進会事務局（西区役所振興課）まで  

 ＊西区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.fukuoka.lg.jp/nishi/index.html 

 ＊西区まるごと博物館推進会ホームページ        

  http://www.city.fukuoka.lg.jp/nishiku/c-shinko/charm/marugoto/index.html 

 ＊西区フェイスブック「ぷらり にしく」 

    https://www.facebook.com/f.nishiku 

 

   

 
 

 
一緒に活動していただける方を随時募集しています。 

興味がある方は，事務局までお気軽にご連絡ください。 
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西区まるごと博物館スタッフ名簿 
（敬称略） 

（平成28年3月現在） 
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西区まるごと博物館 

「平成２７年度 西区まるごと博物館推進会事業報告書」 

平成２８年３月 発行 

  

発行元 西区まるごと博物館推進会 

（事務局：西区役所総務部振興課） 

  

〒819-8501 福岡市西区内浜１－４－１ 

TEL：(092)895-7032（ダイヤルイン） 

                FAX：(092)885-0467 

         E-mail shinko.NWO@city.fukuoka.lg.jp 

         

       表紙題字 肥塚 一彦 氏 

       

 

西区フェイスブックページ「ぷらり にしく」 
【公式ｱﾄﾞﾚｽ】 

https://www.facebook.com/f.nishiku 
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