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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月に発足しました。14年目を迎えた現在は，

約70名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。

各部会ごとの会議を行うほか，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

ています。
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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30年度 事業一覧 参加者数

4/21 「大樹」観察会 13人

4/30 木の葉モール ワークショップ出展 会員の活動

5/3,4 西区どんたくPRブース出展 会員の活動

5/19 高祖山登山と史跡巡り 18人

6/2 自然を楽しもう in かなたけの里 40人

6/23 知ってとくする!！西区歴史講座（第１回） 48人

7/16～22 アクロス福岡パネル展 会員の活動

7/21 海を楽しもう in小戸ヨットハーバー 36人

8/10 自然観察ウォーキング in今津 ８人

9/8 夕涼みコンサート 約250人

9/23 西区まるごと博物館 in姪浜中央公園2018 約3,000人

10/16 秋のゆったりクルージング 126人

10/20,21 環境フェスティバルふくおか2018 ブース出展 会員の活動

10/27 知ってとくする!！西区歴史講座（第２回） 28人

11/10 灘山登山と北崎史跡巡り 18人

11/11 福岡マラソン2018 応援 会員の活動

11/17 壱岐南公民館手作り教室（バードペインティング） 19人

２/16 邪馬台国（ヤマタイコク）講演会 約700人

3/10 西区環境フェスタ2019 ブース出展 会員の活動
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■日時： 平成３０年 ９月２３日（日）10時00分～15時00分

■場所： 姪浜中央公園，姪浜電気ビル１F

■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 3,000人

■主な催し：

（１）体験型イベント

① 親子手づくり教室

（バードペインティング，竹細工）

② 勾玉づくり

（２）まるごとステージ

（３）西区「歴史の宝」パネル展

（４）室見川河畔自然観察ウォーキング

（５）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

１．西区まるごと博物館 in 姪浜中央公園 ２０１８

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

ベントを例年開催しており，この度14回目となる「西区まるごと博物館 in 姪浜中央公

園2018」を開催しました。

今年は，三連休の中日での開催となったため，例年と比べると多少来場者が少なかっ

たものの，九州電力の「高所作業車」など初出展となるブースもあり，結果として，大

勢の方に当推進会の活動を知っていただく非常に良い機会となりました。

年　月 会　場

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 小戸公園，小戸ヨットハーバー

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

第11回 平成27年9月 姪浜中央公園

第12回 平成28年9月 姪浜中央公園
第13回 平成29年9月 さいとぴあ

■過去の開催状況：
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				年　月 ネン ツキ		会　場 カイ ジョウ

		第1回 ダイ カイ		平成18年3月 ヘイセイ ネン ガツ		小戸公園 オド コウエン

		第2回 ダイ カイ		平成18年11月 ヘイセイ ネン ガツ		学研都市 ガッケン トシ

		第3回 ダイ カイ		平成19年10月 ヘイセイ ネン ガツ		橋本 ハシモト

		第4回 ダイ カイ		平成20年10月 ヘイセイ ネン ガツ		小戸公園 オド コウエン

		第5回 ダイ カイ		平成21年9月 ヘイセイ ネン ガツ		小戸ヨットハーバー オド

		第6回 ダイ カイ		平成22年9月 ヘイセイ ネン ガツ		さいとぴあ

		第7回 ダイ カイ		平成23年10月 ヘイセイ ネン ガツ		小戸公園，小戸ヨットハーバー オド コウエン オド

		第8回 ダイ カイ		平成24年9月 ヘイセイ ネン ガツ		姪浜中央公園 メイノハマ チュウオウ コウエン

		第9回 ダイ カイ		平成25年9月 ヘイセイ ネン ガツ		姪浜中央公園 メイノハマ チュウオウ コウエン

		第10回 ダイ カイ		平成26年9月 ヘイセイ ネン ガツ		姪浜中央公園 メイノハマ チュウオウ コウエン

		第11回 ダイ カイ		平成27年9月 ヘイセイ ネン ガツ		姪浜中央公園 メイノハマ チュウオウ コウエン

		第12回 ダイ カイ		平成28年9月 ヘイセイ ネン ガツ		姪浜中央公園 メイノハマ チュウオウ コウエン

		第13回 ダイ カイ		平成29年9月 ヘイセイ ネン ガツ		さいとぴあ







（１） 体験型イベント

① 親子手づくり教室（バードペインティング・竹細工）
参加者数： 合計 ３８組 参加費（材料代）：１００～３００円

○ 材料と道具を配布し，当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：４２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。

38組の親子が参加して、クワガタの竹細工と粘土で成型したセキセイインコ等に色付

けをするバードペインティングの体験教室を実施しました。バードペインティングに親

子で参加したお母さんも娘さんに負けないくらいのオリジナル色豊かな色付けを楽しん

でいました。

9月の下旬は各地でイベントが多く、小学校の運動会とも重なった為

か勾玉づくりの参加者は未就学児童が多く、目標の70組を下回る42組

で終了しました。今回は会場を広げた事でスタッフによる指導もスムー

ズに出来ました。特に親子連れの参加者には喜んで頂きました。

また、女性スタッフの応援もあり、今まで昼食の時間も取れない状態

でしたが今回は昼食も安心して摂ることが出来ました。
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（２） まるごとステージ

③ 野の花太鼓

出演団体：12団体

○「西区の宝」の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。

今年は 会場が姪浜中央公園にもどり、やはり

手慣れた会場でのイベントは楽しくテンポ良く進

行したように思います。

今回も太鼓の演奏団体が多い中、いきいきまる

ごと踊り隊と初めての参加で可愛らしいキッズダ

ンスのパフォーマンスに観客の評価も高かったよ

うです。

文化部会のメンバーも少しずつ増え、毎年参加

していただけるボランティアさんが出来て心強い

です。来年はもう一工夫してより楽しいステージ

を観客のみなさまに披露できるよう頑張りたい思

っています。

① 今津人形芝居保存会
（今津小三年生）

④ 西区合唱団「西風」

⑤ 壱岐いきまるごと踊り隊
＆周船寺笑桜会

⑥ 創作和太鼓の会 花鼓周 ⑦ 今宿青木獅子舞保存会 ⑧ 西陵こども・ふれあい太鼓

⑨ R D C
（Rumikostyle Dance Club）

⑩ 今宿・玄洋子ども太鼓 ⑪ 今宿纏太鼓

② 今津人形芝居保存会
（恵比須座）

⑫ Tin Don オーケストラ
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（３） 西区「歴史の宝」パネル展

今回も西区歴史よかとこ案内人８名にご協力を頂きました。

九州電力様のイベントコーナーも設置され、特に午前中は多忙を極めましたが、何とか

1,000人を超える来場者に対応することが出来ました。

歴史パネルについては新しい「西区の宝」認定に伴い、順次追加展示する予定です。
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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900 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，福祉作業所などの手づくり製品・食品

を販売する店など合計２７店が出店し，会場を賑やかにしてくれました。

③ 消防車・オールデンカー・高所作業車の展示

○ 姪浜消防分団のご協力で，会場の安全確保を兼ねて，姪浜電気ビル玄関前で消防車の

展示を行いました。消防車や消防団員との記念撮影は，例年同様大好評でした。

また，九州電力福岡西営業所・九州電力福岡西配電事業所のご協力のもと，「オー

ルデンカー」「高所作業車」が初展示となり，人だかりができていました。
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出店団体

会場内を廻ってスタンプを３つ集め，抽選会に参加した親子連れや子ども達が

ガラポンを回し，景品が当たった時には，会場がとても賑わいました。

ご協賛いただいた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

会に参加できました。本当にありがとうございました。

天候にも恵まれ，飲食・物販も賑わって完売した店舗もあったようです。出店

者の皆々様に感謝申し上げます。
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（５） ご協賛一覧

ご 協 賛

ありがとうございました！

9



（６） 広報（開催案内記事）

■市政だより （西区版／9月15日号） ■

■公民館だより（９月号）■

■マイタウン（９月号）■

この他，ホームページやfacebookなど

各種広報媒体でイベントのＰＲを行いました
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（７） 広報（事前告知用 ポスター＆チラシ）
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（６） 広報（当日配布 パンフレット）
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事 業 報 告 書

事業名 2．「大樹」観察会

担当部会 自然部会

実施内容

備考 J-COM「デイリーニュース」で、イベントの様子が放映されました。

事業内容
・目的

西区を中心に、大樹について説明。維持されている状況をバスで現場に
行き観察。自然の宝への理解を深める。

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 姪浜住吉神社，橋本八幡宮，飯盛神社，金武のヤマモモ

参加人数 １３人

スタッフからの
コメント

西区の宝に認定されている保存樹を中心に、自然部会のメンバーの樹木
医 森氏の説明を聞きながら、樹木の観察を行いました。
姪浜地区のイチョウ、タブノキ、橋本八幡宮のイヌマキ、飯盛神社のク
スノキから金武のヤマモモまで、参加者は大樹に感動していました。
特にびっくりしたことは、ヤマモモの大きな洞の中から鳴き声がしたこ
とで、フクロウの赤ちゃんが2羽いることが判りました。
周囲を踏み荒らす人が増えたため、樹勢が衰えてきていることが悲しい
と思いました。

開催日時 平成３０年４月２１日（土）9時30分～15時３０分

J-COMのインタビューを受ける堀越代表

橋本八幡宮のイヌマキ

森先生による住吉神社大イチョウの説明

金武のヤマモモ
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事 業 報 告 書

事業名 ３．高祖山登山と史跡巡り

担当部会 歴史部会

実施内容

備考

事業内容
・目的

西区の歴史を身近に感じてもらうため，西区の史跡を巡る。
福岡市西区と糸島市の境界にある高祖山（416m）に登り，古代の山城
跡（下の城，怡土城）や中世の高祖城跡を探索。近隣の遺跡を巡る。

開催場所 高祖山，下の城，高祖神社，怡土城址，伊都国歴史博物館

参加人数 １８人

スタッフからの
コメント

今回は貸切バスを利用、参加者は18名で、今宿野外活動センターから登
山開始，山の中は結構寒くウィンドブレーカーが役に立ちました。高祖
山山頂では全員に登頂記念の「木札」をいただきました。特に、脱落者
やケガなどのアクシデントもなく下山することが出来ました。高祖神社
では会員の倉光顧問がバイクで駆け付けて下さり、金龍寺、怡土城祉の
解説をしていただきました。その後、伊都国博物館でボランティアガイ
ドによる国宝の銅鏡の説明を聞いて全行程を終了しました。

開催日時 平成３０年５月１９日（日） 9時00分～16時10分

高祖山頂上での集合写真出発前の準備運動

一歩一歩登っていきます高祖山頂上からの絶景
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担当部会 自然部会，歴史部会

事 業 報 告 書

事業名 ４．自然を楽しもう in かなたけの里

事業内容
・目的

西区まるごと博物館推進会とかなたけの里公園が，親子で楽しめる手作
り教室（竹細工・バードペインティング・勾玉）及び自然観察ウォーキ
ングを実施。

開催日時 平成３０年６月２日（日） 10時30分～16時00分

開催場所 かなたけの里公園

参加人数 ４０人

スタッフからの
コメント

親子手作り教室では，クワガタの竹細工とバードペインティングを実施
しました。子供達は自分で作るのを楽しんでいましたが，スタッフの新
入会員も一緒にお手伝いができ，嬉しい笑顔が溢れていました。天候が
良かったので，自然観察ウォーキングも参加者が多く，鳥や虫，草花の
説明を聞きながら山道を歩きました。
勾玉づくりは自然部会の女性会員の協力もあって参加者に楽しんで頂き
ました。この日は丁度各地でイベントが開催されていた為か、参加は9
組でした。

実施内容

備考
＜イベント協力＞ かなたけの里公園
　J-COM「デイリーニュース」で、イベントの様子が放映されました。

手づくり教室（勾玉づくり）手づくり教室（ﾊﾞｰﾄﾞﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ）

自然観察ウォーキング みなさんお疲れ様でした！
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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

備考
＜イベント協力＞ 福岡市ヨットハーバー，(有)シーガルイン，
　　　　　　          愛宕浜シーラブクラブ，小戸サンライズセーリングクラブ
　J-COM「デイリーニュース」で、イベントの様子が放映されました

実施内容

事業内容
・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 ３６人

スタッフからの
コメント

参加者36名は、真夏の小戸ヨットハーバーで小型ヨット、ウインドサー
フィン、スタンドアップサーフィンのマリンスポーツのうち、２種目を選
んでチャレンジしました。自然豊かな小戸公園を背景にして、日頃なかな
か体験できない海のイベントに参加者は大満足の様子でした。そして、
「とっても楽しく、親子で参加してよかったです」といった参加者の感想
もいただきました。

開催日時 平成３０年７月２１日（土） 9時30分～15時00分

自然部会代表による注意事項説明

小型ヨット体験ｽﾀﾝﾄﾞｱｯﾌﾟｻｰﾌｨﾝ体験

ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ体験
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担当部会 自然部会

事 業 報 告 書

事業名 ６．自然観察ウォーキング in 今津

事業内容
・目的

今津地区の湾、干潟に生息する貝魚、野鳥や植物を中心に解説をしなが
ら、ウォーキング。また、福岡県水産資料館、カブトガニの産卵場所を
見学。

開催日時 平成３０年８月１０日（土） 10時00分～14時15分

開催場所 今津湾周辺，福岡県水産資料館

参加人数 ８人

スタッフからの
コメント

真夏の今津を歩きました。
先ずは今津漁港の大型水槽に活かしてあるカブトガニを観察。♂♀の見
分け方などを教わりました。次の福岡県水産資料館ではカブトガニの生
態や今津の自然環境など興味深い話を聴きました。また、ドローンを飛
ばし上空からの映像を楽しみました。帰りは動植物を観察をしたり、四
所神社前でカブトガニの産卵場所を見学しました。
猛暑の中でしたが、事故もなく楽しい自然観察ウオーキングでした。

実施内容

備考 ＜イベント協力＞ 今津公民館，九州大学，すみよい今津をつくる会

住みよい今津をつくる会の横尾会長のご協

力で、カブトガニを見せていただきました。 集合写真（福岡県水産資料館）

上空のドローンへ手を振る参加者
九州大学工学研究院生態工学研究室の先生による

説明（ドローンについての解説もありました）
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開催日時 平成３０年９月８日（土） 18時30分～20時00分

開催場所 西区役所 １Fロビー

備考
＜ゲスト出演＞
   リチャーズバンド，FC-Style（カントリーダンスチーム）

実施内容

来場者数 約２５０人

スタッフからの
コメント

当日はあいにくの雨模様で急きょ一階ロビーでの開催となりました。今回も
区役所、まるごと各部会メンバーの協力によって会場が素早く整い、テンガ
ロンハットのカウボーイスタイルで５人のメンバー楽器抱えて颯爽と登場！
初めてのジャンルで観客の来場も200名を超えるといううれしい結果でし
た。「テネシーワルツ」「コットンフィールズ」「ルート６６」「ジャンバ
ラヤ」など20曲近くの演奏、その上10名のダンシングチームがサプライズ
出演。観客の手拍子なども加わり、いやが上にも盛り上がった楽しいコン
サートとなりました。
ただ，空調の不備で、扇風機とうちわでフル回転しながら凌いでもらったの
が観客のみなさんに申し訳ない思いでした。

事 業 報 告 書

事業名 ７．夕涼みコンサート

担当部会 文化部会

事業内容
・目的

カントリーロックバンド『井上コウジとチキン スキン バンド』による
ミニコンサート。

チラシ
会場は立ち見が出るほどでした！
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担当部会 企画・広報部会

事 業 報 告 書

事業名 ８．秋のゆったりクルージング

事業内容
・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。

開催日時 平成３０年１０月１６日（火）14時３0分～15時３0分

開催場所 博多湾

参加人数 １２６人

スタッフからの
コメント

この「秋のゆったりクルージング」は，いつも人気があり，今年も定員
の倍以上の申込がありました。参加者の感想で「とても楽しいクルーズ
でした」「説明が有り難かったです」「百道浜の陸地からマリエラ号は
良く見えていましたが，実際クルージングしてみると福岡の街並，遠く
の山々など美しい福岡に感動しました。なかなかこんな機会はないので
参加して本当に嬉しい“小さな船旅”でした」等々感想を頂いてスタッ
フとしては嬉しい限りです。今回も西福岡マリーナマリノア様のご協力
でクルージングを実施できました。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  清田氏，岩田氏
＜イベント協力＞
　西福岡マリーナ マリノア

船内の様子 ① 船内の様子 ② 参加者とスタッフの集合写真

参加者受付 企画広報部会 天野代表の挨拶 歴史部会会員による解説
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担当部会 歴史部会

事 業 報 告 書

事業名 9．灘山登山と北崎史跡巡り

事業内容
・目的

西区の歴史を身近に感じてもらうため，西区の史跡を巡る。
灘山（209m）に登るとともに，東林寺や三所神社など北崎地区の史跡
を巡る。

開催日時 平成３０年１１月１０日（土） 10時00分～16時20分

開催場所 灘山，徳門寺，三所神社，東林寺，大歳神社

参加人数 １８人

スタッフからの
コメント

今回はJR九大学研都市駅集合、昭和バス西の浦線を利用しました。参加
者は18名でした。好天でしたが，あいにくのモヤで小呂島などの眺望が
楽しめませんでした。山道は前日の雨で滑落によるケガなど心配しまし
たが全員無事下山できました。徳門寺では住職より臨済宗の開祖、栄西
禅師について説明があり、三所神社、大歳神社、唐泊の東林寺他を巡っ
た後，北崎公民館で解散致しました。

実施内容

備考

灘山山頂からの絶景（玄界島を望む）
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担当部会 歴史部会

事 業 報 告 書

事業名 10．知ってとくする！！西区歴史講座（計２回）

事業内容
・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。

開催日時
【第１回】平成３０年　６月２３日（土） 14時00分～16時00分
【第２回】平成３０年１０月２７日（土） 14時00分～16時00分

内容/開催場所
【第１回】「参勤交代と福岡藩」/西市民センター 視聴覚室
【第２回】「福岡藩の幕末維新」/西市民センター 視聴覚室

参加人数
【第１回】６０人（一般参加者４８人，まるごとスタッフ１２人）
【第２回】３６人（一般参加者２８人，まるごとスタッフ　８人）

スタッフからの
コメント

【第１回】6/23（土）「参勤交代と福岡藩」
　 今回は歴史部会会員の岩田憲道氏にお願いして、日頃より収集された
貴重な資料を基に、江戸時代の参勤交代の基本知識や福岡藩の参勤交代
にまつわる実態を分かり易く、ユーモアを交えて面白く解説していただ
きました。参加者からのアンケートでは非常に良い反応がありました。
東区のまち歩きグループからの講演依頼の打診がありました。

【第２回】10/27（土）「福岡藩の幕末維新」
　 西区宮の浦の五ヶ浦廻船商人、津上悦五郎の「見聞略記」を基に福岡
市博物館の高山英朗氏に講演していただきました。全国的な視点から捉
えた幕末の福岡藩の動向が商人の目線で綴られた非常に貴重な資料であ
ることから受講者の反応も良く、第２弾を期待する内容のアンケートが
いくつもありました。

実施内容

備考

第１回 第２回
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担当部会 自然部会

事 業 報 告 書

事業名
11．① 環境フェスティバルふくおか2018

　　 ② 西区環境フェスタ2019

事業内容
・目的

福岡市環境局主催「環境フェスティバルふくおか」，西区生活環境課主
催「西区環境フェスタ」に，当推進会のブースを出展。
手づくり教室などを通し，当推進会の活動や自然の大切さをＰＲする。

開催日時
① 平成３０年１０月２０日（土） 10時00分～16時00分
　　　　　　　　　 ２１日（日） 10時00分～16時00分
② 平成３１年　３月１０日（日） 10時30分～16時00分

開催場所
① 福岡市役所西側 ふれあい広場
② 西市民センター

来場者数
① 延べ ４３,０００人（２日間計／総来場者数）
② 延べ     6,０００人

スタッフからの
コメント

①　自然部会を応援して頂いていた故 野坂氏（今宿上ノ原）の遺作である
竹細工のクワガタ作りと竹細工の販売を行いました。小学生のボランティア
スタッフの活躍で大きな声の呼びかけで足を止める人も多く、楽しい一日で
した。大学生のスタッフには竹の利用方法や竹林の増加の問題点を紹介して
もらいました二日目も同じ内容をしました。

②　①と同じようにクワガタと下駄づくりと竹細工の販売をしました。当日
は朝から雨が降り、当初は竹細工をする子どもは少なかったが次第に増えて
きました。竹細工で男の子はクワガタ作り、女子は下駄作りが多かったで
す。次回から色々な竹の見本を並べて、紹介していきたいと思いました。

実施内容

備考

①環境フェスティバルふくおか2018 ②西区環境フェスタ2019
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担当部会 全部会

事 業 報 告 書

事業名 12．「邪馬台国」講演会

事業内容
・目的

西区及びその周辺地域の歴史について楽しく学べる市民公開講座を開催
し、歴史について関心を持っていただく。
平成24年の初回開催より20回目を迎える今回は、「邪馬台国（ヤマタ
イコク）」をメインテーマに、古代史分野において専門的な知見を有す
る４名の講師にご講演いただく。

開催日時 平成３１年２月１６日（土） 13時00分～17時00分

開催場所 西市民センター ホール

来場者数 約 ７００人

スタッフからの
コメント

平成31年2月16日（土）13時から17時迄、西市民センタ－大ホ－
ルで邪馬台国講演会を開催しました。これは歴史部会主催の「知って
とくする！西区歴史講座」第20回の記念として、西区まるごと博物館
推進会の4つの部会全員で取り組んだ事業でした。天気は曇りがちで
多少寒かったのですが、開場と同時に瞬く間に凡そ700名の皆様で満
席になり、何十名かの皆様方には会場に入れず、残念ながら入場を御
断りしました、これほど入場者が多いとは考えられない事態で、市民
の皆様は「邪馬台国」に大変興味を抱かれている事が解りました。
又、四人の講師の先生方の多くの講演資料は歴史内容の奥深さに感心
しました。更に講演時間凡そ4時間の長丁場でしたが、聴衆者の皆様
は最後まで熱心にお聞き頂いたのが印象的でした。

実施内容

講演者／
講演タイトル

① 横山 邦継 氏（元 福岡市文化財整備課長）
　【講演タイトル】 邪馬台国前史－北部九州のクニグニを考える

② 岡部 裕俊 氏（現 糸島市教育部文化課長）
　【講演タイトル】 近年の調査が示す伊都国の実像と邪馬台国へのみち

③ 榊󠄀󠄀原 英󠄀 氏（元 伊都国歴史博物館館長）
　【講演タイトル】 今こそ見直そう！邪馬台国への迷い道

④ 萱島 伊都男 氏（古代史研究家）
　【講演タイトル】 絹で解けた邪馬台国の謎－邪馬台国は福岡市にあった

開催告知記事→
（市政だより）

← 開催告知記事
（公民館だより）
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事 業 報 告 書

事業名 12．「邪馬台国」講演会

実施内容

← 開催告知記事
（マイタウン姪浜）

↓入場チケット

チラシ ＆ ポスター
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事 業 報 告 書

事業名 12．「邪馬台国」講演会

実施内容

西日本新聞（3月13日朝刊）
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１3．その他の活動

【福岡マラソン2018の応援】

平成３０年１１月１１日（日）に開催されました，福岡マラソン2018に，当推進会で

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。

【西区どんたくへのブース出展】

平成３０年５月３日（木），４日（金）に開催されました，西区どんたくに当推進会

も出展し，活動内容のPRや新規会員の勧誘を行いました。
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【「西区の宝」パネル展 】

西区にあふれている自然と歴史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，

写真と文章のパネル展示会です。７月には１週間，アクロス福岡１階コミュニケーション

エリアに，３０枚を超えるパネルを掲示しました。買い物帰りの方など多くの方が足を止

め，パネルに見入っていました。

【親子手作り教室】

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。

今年は，壱岐南公民館で６月にランタン作り，11月にはバードペインティングを実施

しました。

７月16日（月）～22日（日）

アクロス福岡 パネル展

11月17日（土）

壱岐南公民館手作り教室
（バードペインティング）
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Ⅲ 交流会，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，他団体との

「交流会」や，外部から講師を招聘しての「研修会」を実施しています。

当日は天気も良く，絶好の交流会日和となりました。内浜小学校前よりスタートし，

西区の概要を説明しながら室見川へ向かい，まずは室見川の白魚漁について説明を

行いました。その後，橋本八幡宮を経て，吉武高木遺跡及び飯盛神社について，当

推進会の顧問である倉光氏が丁寧な説明を行いました。その後，九州大学伊都キャ

ンパス内の食堂で昼食をとり，杉能舎酒造で酒蔵の見学や試飲・お土産の購入を行

いました。今津干潟を案内しながら今津元寇防塁へ向かい，現地では西区歴史よか

とこ案内人でもある竹之内氏が詳細な説明を行いました。その後，小戸大神宮では

川岡会長の解説の後，全員で集合写真を撮影。行程の終盤では，こちらも西区歴史

よかとこ案内人である清田氏が愛宕神社について，岩田氏が興徳寺や姪浜住吉神社

についての解説を行いました。合間に立ち寄ったお店（仲西商店[削り節]，魚嘉[か

まぼこ]）では，みなさんがたくさんのお土産を買われていました。

博多ガイドの会のみなさんより「次は博多に招待したい」「これからも交流を継続

したい」とのお言葉をいただき，当推進会としても非常に嬉しく思っております。

スタッフのみなさん本当にお疲れ様でした。

【交流・研修会】

・開催日 平成３１年２月２０日（水）１０時００分～１７時４５分

・交流先 博多ガイドの会

・参加者 西区まるごと博物館推進会１４名 ，博多ガイドの会 ２１名
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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。

今年度は，新たに下記の９件が西区の宝として認定・登録され，西区の宝は152件に

なりました。 ＜自然：33件／歴史：72件／文化：10件／活動団体：37件＞

【平成30年度 新規 認定・登録】

１．認定登録事業

宝の区分 名 称 住 所

「歴史」の宝 拾六町ツイジ遺跡 上山門1-27-1

「歴史」の宝 妙見宮（五十猛神社） 金武1183

「歴史」の宝 徳門寺 宮浦1930

「歴史」の宝 大歳神社 宮浦281-1

「歴史」の宝 白木神社 西浦1922

「歴史」の宝 宇多神社 大字宇多川原180

「歴史」の宝 八雲神社 今宿上ノ原416

「歴史」の宝 熊野神社 今津29-4

「自然」の宝 妙見宮内の市保存樹群 金武1183

『西区の宝』 認定・登録おめでとうございます！
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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2,000部作成しています。

その他，西区の宝をPRするために，カレンダーを2,600部作成・配布し，市民セン

ターや公民館のほか，病院の待合室など様々な場所で掲示していただきました。

また，市民のみなさまに気軽に西区の宝へ足を運んでいただけるよう，西区の宝「散

策マップ」の作成を始めました。初年度となる今年度は，姪浜・愛宕・下山門エリアが

完成しました。今後，区内他エリアの散策マップも作成する予定です。

２．広報

■「西区の宝」紹介用冊子（パンフレット）

■「西区の宝」カレンダー
■「西区の宝」散策マップ（姪浜・愛宕・下山門）
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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（西区役所企画振興課）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／五十音順）

（平成31年3月現在）
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