
 

 

福岡の歴史を知ろう！こどものための歴史絵本プロジェクトについて 
  

ふくおかのれきし絵本プロジェクト実行委員会 
特定非営利法人 福岡テンジン・ユニバーシティ・ネットワーク 

福岡市経済観光文化局文化財部文化財活用計画担当 

 

（１）共働のきっかけ・必要性 

[ NPOの事業提案理由 ] 

 NPOは，福岡市がもつ歴史的・文化的資源の魅力・価値が市民に十分認知されていないという課題を

見出し，これを解決するための方策として，絵本制作や関連イベントの企画などのアイディアを蓄積し

ていた。一方で，絵本制作に必要となる福岡市の歴史に関する正確な情報が不足していた。 

 NPOは，市の歴史に関する専門知識をもつ市と共働することにより，このアイディアを実現しようと，

福岡市共働事業提案制度に応募した。 

[ 市が事業に取り組む理由 ]  
 市が実施する文化財の活用事業には，もともと歴史に関心の高い中高年層の参加が多く，市は，若年

層に対する文化財の価値・魅力の効果的な発信や，福岡の歴史への興味・関心の向上について，多くの

課題を抱えていた。NPOが提案する本事業は，市が抱える課題を解決する糸口となる可能性があると考

え，本事業に取り組むことにした。 

［ 共働する必要性 ］ 
 本事業を実施するにあたり，NPOは，福岡市の歴史に関係する専門的知識が不足しており，市は，ア

イディアや企画力，情報発信のスキルが不足していた。このような相互の不足部分を，相互の得意分野

で補いあうことによって，事業を推進し，福岡市の歴史を知りたいというニーズに応え，福岡市のもつ

歴史的・文化的な資産の魅力と価値を市民に伝えていくことを目指す。 

（２）事業目的 

[ 解決を目指す社会的な課題 ] 
 福岡市の歴史を知りたいというニーズがある程度存在するにもかかわらず，そのニーズを満たす仕組

みや機会がないため，福岡市がもつ歴史的・文化的な資源の魅力と価値が，市民にしっかりと伝わって

いない。 

[ 事業目的 ] 
 本事業は，福岡の歴史をわかりやすくまとめた絵本を作成し，それを読み聞かせるイベント等の普及

活動や，小学校や幼稚園，図書館，公民館等の公的施設への配布・設置を行うものである。 

 事業を通じて，未来を担う子どもたちとその保護者の，福岡の歴史への認知や興味関心を向上させ，

若年層に福岡市民としてのシビック・プライドを定着させることを目指す。 

事業の進捗状況資料 

別紙③ 



（３）事業目標 
［ 全体の事業目標 ］－ 協定書第 2条より 

   ① 子どもやその保護者が，福岡市の歴史を楽しく学ぶ 

      ② 福岡市民としてのシビック・プライドを定着させる 

［ 絵本制作の目標 ］ 
   ・ 子どもが福岡市の歴史を楽しく学ぶことのできる内容とする 

    ・ 子どもが福岡市の歴史を学ぶことによって，福岡市に誇りを持てるような内容とする 

［ 絵本に関連するイベントの目標 ］ 
   ・ 子どもと保護者が，相互の関わりを深めながら，歴史を楽しく学ぶことのできる内容とする 

   ・ 興味を持った子どもに対し，保護者が絵本以外のアプローチを紹介できるような広がりをもっ

た内容とする 
 
（４）事業内容 

［ 事業概要 ］ 
 福岡の歴史をわかりやすくまとめた絵本を作成し，それを読み聞かせるイベント等の普及活動や，小

学校や幼稚園，図書館，公民館等の公的施設への配布・設置を行うもの。 

 

［ 絵本制作 ］ 
・ 8月末日現在，実行委員会を合計 8回実施し，ストーリー企画に基づいて，絵本の原案を作成。 

・ 7月下旬より，デザイナー・イラストレーターにレイアウト・作画を依頼。 

・ NPOと市から，デザイナー・イラストレーターとの調整担当者，編集担当者をバランスよく人 

選し，原案の校正等については一任する体制をとった。（大きな加筆・修正等については実行委員 

会で再検討した。） 

・デザイナー・イラストレーターが作成した下絵の校正，文章の練り直し，彩色指定，最終的な校 

正作業を行い， 29年 3月印刷・完成した。 

        実行委員会の様子                  絵本表紙 



 

［ イベント － これまでの実施状況・成果 ］ 
・ 上半期は絵本制作を中心にすすめたため，イベントはプレイベントとして 1回のみ開催した。 

  イベント名： 「博物館でオリジナルバッグをつくろう！」 

   日時： 8月 21日（日）13:00～・15:30～ 

   会場： 福岡市博物館 

   対象： 福岡市内に住む幼稚園・小学校低学年とその 

保護者 

   定員： 各回先着 20組（申し込み不要） 

      料金： 1人 500円 

   内容： 20組を 3グループに分けて，福岡市文化財専門 

職が博物館常設展示を解説する。 

       その後，多目的研修室で，実物の文化財を見なが 

     ら，布クレヨンを使って，エコバックに好きな文化 

財の絵を描くというもの。 

   広報： 福岡市政だより，福岡市ＨＰにて広報 

・ 子ども 14名・保護者 15名，合計 29名の参加を得た 

・ アンケートを実施した結果，イベントそのものへの満足度 

も高く， また，イベント実施の目的である絵本やそれにか 

かわるイベントへ の興味・関心の喚起も，ある程度達成し 

たものと思われる。 

・ 今回のイベントは，絵本制作に集中する中で実施したため， 

市政だより情報 BOXおよび市 HPのみの広報となった。今 

後は，絵本の利用促進のために，イベント広報も絵本配布 

先等に行うなど，広報や集客方法に工夫を行う必要がある。 

  アンケートの実施結果は以下のとおり 

      常設展示の解説： 面白かった 8組/9組 

  エコバックへのお絵かき： 楽しかった 8組/9組 

       絵本への関心： ぜひ読んでみたい 5組/9組 

               機会があれば読んでみたい 

 3組/9組 

   歴史イベントへの参加： ぜひ参加したい 1組/9組 

               機会があれば参加したい 7組/9組 

・ なお，イベントを開催するにあたって，実行委員会メンバー8名のみでは，手が足りなかったため，

テンジン大学よりボランティアスタッフ 4名の参加を得た。 

 



 

・下半期は、プレイベントを１回、絵本完成後の読み聞かせイベントを１回実施した。 

 イベント名：「たんけん！秋の福岡城」 

    日時：11月 23日（水・祝）10:00～ 

    会場：三の丸スクエア・福岡城内 

    対象：小学生以上 10組（要事前申込） 

    料金：１人 400円 

    内容：福岡市文化財専門職と NPOメンバーが、福岡城内を 

案内する。 

       その後，三の丸スクエアで，実物の文化財を見ながら，

布クレヨンを使って，エコバックに好きな文化財の絵

を描くというもの。 

    広報：福岡市政だより，福岡市ＨＰ、NPOメルマガ等にて

広報 

・ 子ども９名・保護者９名，合計 18名の参加を得た 

・ アンケートを実施した結果，もともと歴史に関心の

ある層の参加であった。イベント自体へ対する満足

度は高く、また絵本にも興味を持ってもらうことが

できた。NPOの活動として、過去に福岡城を対象

とした授業を行った実績があり、今回のイベントに

はそれを活かすことができた。スタッフが甲冑のレ

プリカや陣笠などを着用しており、子供の興味を引

きつけることができた。また、文化財専門職が加わ

ることで、より詳しく知りたいという方への要望へ

も応えることができた。 

・ アンケートの実施結果は以下のとおり 

 福岡城の解説： 面白かった 7組/7組 

 エコバックへのお絵かき： 楽しかった 

    5組/7組 

 絵本への関心： ぜひ読んでみたい 6組/7組 

            機会があれば読んでみたい 

             1組/7組 

 歴史イベントへの参加： ぜひ参加したい 7組/7組 

  

 

 

 



 

イベント名：「ふくおかのれきし絵本」を読んでみよう！ 

  日時：３月 20日（月・祝）13:30～,14:00～ 

  会場：福岡市博物館みたいけんラボ 

  対象：小学生以上（事前申込不要） 

  料金：無料  

  内容：完成した絵本を紙芝居版に仕立て、読み聞か 

せを行うもの。  

  広報：福岡市政だより，福岡市ＨＰ、NPOメルマ 

ガ等にて広報 

・ 子ども 15～22名・大人 15～20名の参加を得た 

（※博物館来館者が自由に出入りできるスペースでイベ 

ントを実施したため、イベント中に人の出入り有り） 

・アンケートを実施した結果，市政だよりや市 HPを見 

 て、このイベントのために来館した人よりも、「絵本」 

自体に興味を持ち、イベントが行われていたのでた 

またま参加したという人数のほうが多かった。子ど 

もは未就学児の参加が多かったが、興味を持って最後 

まで聞いていた子がほとんどであった。紙芝居だけでなく、 

完成した絵本を実際に手に取って見てもらえることで、絵 

本に対する興味、知らなかった歴史に対する関心を引き出す 

ことができた。 

・ アンケートの実施結果は以下のとおり 

    絵本の内容： 面白かった 8名 

           ふつう 2名 

           むずかしかった 1名 

    絵本への関心： ぜひ読んでみたい 3名 

            機会があれば読んでみたい 10名 

      歴史イベントへの参加： ぜひ参加したい 2名 

                  機会があれば参加したい 10名 

・ なお，今回の読み聞かせは大学生ボランティア 2名により行った。 

・同日に福岡市博物館で開催された《金印ロード》プロジェクトによる「おばけのマールと考え 

よう！こども文化セミナー」と共催することにより、相互の広報・参加者へのよびかけを行うこ 

とができた。 

 

 

 



 
市民への普及活動①チラシの配布 

・小学校１～３年生へのチラシ配布 

・配布時期：2017年 4月 21日 

本庁の全小学校 BOXに配置 

※小学生への配布タイミングは各学校の判断 

 ・配布枚数：54,000枚 
 
市民への普及活動②PR(メディア掲載) 

 ●プレスリリースを作成し、各メディアへ配信 

 ＜掲載一覧＞ 

・天神経済新聞[WEB]  2017年 4月 3日 

「福岡テンジン大学、福岡の歴史を絵本に 市内小学 

 校などに配布」 

・ファンファン福岡[WEB] 2017年 4月 12日 

 「福岡市の 2500年を歴史絵本で紹介「のったよ！ふくおかタイムスリップ号」完成！」 

・西日本新聞(朝刊) 2017年 4月 13日 

 「福岡市の歴史絵本を発行 ＮＰＯ「テンジン大学」と市」 

・天神サイト[WEB] 2017年 4月 17日 

「福岡の 2500年の歴史を 1冊に凝縮。制作に 1年を要した渾身の歴史絵本がついに登場！」 

・読売新聞(朝刊) 2017年 4月 23日   「福岡 2500年 歴史知って」 

・LOVE FM(ラジオ) 2017年 4月 27日   ※朝 9:30～生出演 

・朝日新聞及び毎日新聞 ※取材済・掲載未定  

・FBS福岡放送 ※取材済・放送未定 

・福岡市情報プラザ通信５月号（予定） 
 
市民への還元③ 公共機関への無償配布 

 配布先 

  福岡市内にある市立・国立・私立のすべての小学校・特別支援学校小学部（図書館） 

  福岡市内のすべての留守家庭こども会・子供プラザ 14館 

  福岡市市立幼稚園・保育園（私立については、配布方法や費用の面で断念） 

  福岡市総合図書館及び同各分館（９館）、福岡県立図書館、福岡市議会図書室 

  福岡市内の公民館（希望をした館 97館）・市役所１階赤ちゃんの駅・福岡市情報プラザ 

福岡市博物館・美術館・アジア美術館・ 

  福岡市男女共同参画センター（アミカス）・中央児童会館（アイクル） 等 
 

※ 福岡市図書館での貸し出し状況 

 5月 5日現在、貸し出し可能１１館すべて貸し出し中、１２名予約待ち 

 



 

市民への還元④ 販売 

  ３月 30日より、限定 100部を販売（税込み１５００円） 

  当初販売１００部は 5月６日に完売 

 

市民への還元⑤ 展示 

  ○ 福岡市博物館読書室において、「まちのたからもの」と称して、小絵本展を開催し、 

   「のったよ！ふくおかタイムスリップ号」を展示し、閲覧に供した。 

○ 福岡市博物館企画展示室２において「黒田長政の読書」展（4月 18日～6月 25日）を開催し、

「のったよ！ふくおかタイムスリップ号」を展示。 

 

 

 

（５）NＰOと市の役割分担 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ NPOの役割 ］ 
・ 絵本のストーリー企画 

・ 絵本制作の人材確保 

・ NPOや民間事業者とのネットワークを通じた広報活動 

・ 絵本の発送業務 

・ 事業費の収支管理 

・ イベントの企画 

［ 市の役割 ］ 
・ 福岡市の歴史にかかわる正確な情報の提供や資料の提供 

・ 絵本完成時の広報活動 

・ 行政ネットワークを利用した絵本の配布・設置 

・ 講師の派遣やイベント企画の協力 

・ イベント開催場所の提供・文化財の貸出 

・ イベントに関する広報 

［ 実行委員会としての役割 ］ 
・ 絵本原案の作成 

・ イベントの実施・運営 



（６）担当者の声・市民の声 
［ 担当者の声 ］－ 意見・嬉しかったこと・苦労したこと・成長できたこと 

【中間期】 

・福岡市の歴史を知ることができるものについて「入口になるような、わかりやすいものがあったらい

いのにな」と心の中で思っていた方はどうやら少なくないと感じているので，この事業が福岡市の歴史

への入り口づくりになるようにと日々頑張っています。 
 
・文章では細かく表現できないことも、絵には多くの情報が詰め込めるが故に、想像以上に“歴史的観点”

を反映させた“絵”を作っていくことが、確認項目が多かったり制限が多かったりするとは思わなかった。

また、共働する上で所属も年齢も普段接する人も違うという多様な人材でチームを組んでいるため、多

様性ある中でのリーダーシップを各々がどう発揮して、成果を上げていけば良いのかを改めて学ぶ機会

になっている。 
 
・当初は、ＮＰＯ・福岡市の構成員が、それぞれの役割にこだわり過ぎ、うまくかみ合っていない部分

があった。そのため、事業に遅れが生じたが、７月以降、全員が「ひとつの団体の一員」という意識が

醸成されつつある。 素人の集団が「福岡の歴史絵本作成」という難しい課題に取り組んでいる中で、委

託製作したほうが、あるいは良い絵本ができるかもしれないが、一般市民の団体と共働して作業を行う

中で、文化財行政における多くの 課題も見えてきて、得るところは大きい。 
 
・文化財行政の課題を解決できる機会であると考え，積極的に取り組めている。また，実行委員会での

議論を通じて，自分とは異なる意見や考え方に触れることができ，また，子どもに面白い表現とは何な

のかということを考える良い機会を得て，自分自身の成長につながっている実感がある。 

 しかし，思いと現実の乖離を埋めていく作業は正直難しく感じている。歴史的正確さ，福岡の歴史の

特色，あるいは認知度は低いが重要なこと，いろいろ伝えたいことがあるのだが，子供にも分かる「分

かりやすさ」とか，現実問題として全体の分量や予算，作成期日との関係との調整が予想以上に大変。

これは載せたいけど, 量的に削らざるを得ないとか，メンバーそれぞれにいろいろな考えがある。 

 また，絵も文章も，立場や年齢や性別その他多様性がある実行委員間にいろいろな意見があり，さら

にデザイナーやイラストレーターの提案や意見もあり，その中でお互い話し合い，合意形成をしながら

よりベターなものに作っていく作業が難しい。しかし,その作業自体に学ぶこともあるし,他の方にそうい

う考えや表現の仕方もあるのか,と感心する時もある。 

 また，途中の成果をモニター的に対象年齢の子供に示したら，難しくて分かるかな？と思ったところ

が意外に分かったり，一方で大人がいいと思う絵の構図やこれは子供にうけるかと思った表現がかえっ

てうけなかったり，子供の見方，感性も学ぶことができたのも良い機会となっている。 
 
・メンバーそれぞれが、このプロジェクトにかける想いがあり，当初は絵本のページ割・分量の配分で

相当悩んだ。話し合いを重ねていく中で、こどもたちによりよい絵本を届けるために，少しずつ良い物

ができてきていると思う。 

 



【事業終了後】 

・色々な方にアドバイス・ご協力をいただくなかで，応援の言葉をかけてもらったことが嬉しかった。 
 
・文化財専門職など実行委員会メンバーそれぞれの強みや専門性を活かしながら、全庁的な視点でお話

を見てもよいまとまり方になっているよう、他局の子ども向けコンテンツや福岡市総合計画の子ども版

などにも目を通し、今の福岡市の姿と、昔からの福岡市の在り方をどのようにつなげて、お話を展開し

ていくか、かなりしっかり向き合った。不十分なところはあるとは思うが、子どもたちや保護者の皆さ

んが 福岡市に積み重なった歴史を知るきっかけになる絵本を何とか作れたのではないかと思う。ただ

し、共働自体は思い悩むことが非常に多かった。実行委員会メンバー間での支えあいや市民局の担当課

の方のフォローがあったからこそ、１年間頑張り通せたと考えている。 
 
・事業をすすめるにあたって，役割分担の整理と信頼関係の構築が重要であることがよくわかった。 

 「共働」とは何か，理念通りにはいかないこともあり，改めて自答する良い機会となった。 
 
・NPOと市と頻繁に実行委員会を開催してはいたが、お互いの意思疎通がうまくいかなかった（認識が

違っていた）ということが何回かあり、コミュニケーションの取り方や意見のまとめ方などをもっとう

まくできればよかったことが反省点。来年度は事業としては続かないが、完成した絵本を読んでくれた

人から「面白かった。他の人にも勧めたい」という声をいただくこともあり、絵本を広め、歴史に対す

る興味を持ってもらうこどもや市民の方が多くなるように努めていきたいと思う。 
 
・私は市の職員であるが、平成 28年度以前からこの「こどものための歴史絵本」を作ろうという呼びか

けに参加しており、共働事業には NPO側の一員として参加することになった。そのため、両方の事情や

特性などをある程度知った上で参加し、プロジェクトの推移をながめていた。 

 今回の発想（アイデア）自体、自由な発想と活動がある NPO側がいなければ出来なかった。しかし、

それを完成させる推進力、まとめる力は市の担当課の力がなければできなかったと思う。絵本を作成し

ていく過程で、たとえばストーリーやイラスト、取上げる項目をどうするかなどについて、人の意見は

いろいろあり、また立場によっても異なり、それをまとめることは大変なことであるということも学ん

だ気がする。 

 少ないながらも子供の意見を聞く調査も行ったが、その調査に対しても様々な意見があった。対象年齢

の認知度についても多様な認識があった。本来ならもう少し子供の感想を集めるとか、絵本作家や小学

校教諭などの意見を聴く機会を設けたかったが、そうしたことは時間的余裕もなくできなかった。この

点は残念であり反省点である。そのようななかでも一般的には難しいといわれる歴史的な事実や解釈を

咀嚼すべきところは咀嚼し、他の絵本などを研究して「子供｣目線を考えつつ最終的には編集し、「絵本」

は完成した。はたして、この結果できたものがベストであったのか、今の時点ではよく分からない。た

だこの「絵本」ができたことにより、それに対する子供たちの生の感想を得ることもあるだろう。もし

そういう機会があればそれを何かに役立てたい。 

 また NPO側と行政側の役割分担という点で、うまくいった部分と混乱した部分があった。しかし後者

については、実行委員会での話し合いで調整しながら進めていくことが出来た。ただ、「共働」事業とは

何かという認識も様々な立場があったと感じる。 



 元々、絵本を完成させ、それを活用する（活用できるきっかけを作る）、子供たちに福岡の歴史を知っ

てもらう、というのが最大目的であったので、絵本が完成したこと自体はベストなものではないとして

もベターだった。本当は、これで終わりではなく、活用を考え、実際に活用せねばならず、また今回の

絵本から「漏れた」部分、福岡の歴史の上で重要なところはまだ多くある。もしいつか、「絵本第二弾」

を作成する機会があれば、今回の絵本への感想や意見を踏まえながら、再度作成に関わりたいと思う。 
 
・ボランティアによる運営を主体とするＮＰＯと、本来の業務をもっている市の担当課が、本当の意味で

共働する難しさを痛感した。さらに絵を描くイラストレーター・デザイナーの意見まで含めると、議論

百出の状態であった。そのような様々な意見の相違を、「実行委員会」という共通の母体で、２０回に渡

り話し合い運営する中で、最終的にできあがった絵本の評判はすこぶる良く、「福岡の歴史を絵本で表現

する」というＮＰＯの発想と、福岡市の運営能力が、結果的には発揮できたのではないかと思う。次年

度は継続できなかったが、今後、両者がそれぞれの舞台で絵本を利用した活用事業を実施することが、

両者の責務であると思う。 

 

［ イベント参加者の声 ］  

・孫を連れての参加でしたが，常設展示の見学について興味を示し楽しそうに参加できたので，とても

よかった 

 です。バッグ作りもたくさんお絵かきできてうれしそうでした。また機会があれば参加いたします。 

・大人も子どもも楽しみながら歴史にふれることができて良かったです！ 

・世界で一つのバッグができて良かったです！ 

・アマゾン展を見に来たのですが，偶然良いイベントに巡り合えました。 

・常設展示をゆっくり見てみたいと思いました。 

・絵本があると、外国人にも説明するときにわかりやすいかなと思いました。おもしろい絵本ができる

といいですね！ 

・くわしく教えていただき、子どもも興味を持ち、参加してよかったです。 

・たいへんたのしかったです。ありがとうございました。 

・とてもたのしかった。ありがとう。 

 

［ 絵本を読んだ読者の声 ］  

今回の福岡市におけるプロジェクトは、文化財担当者も一員となり描かれることで、従来では表現しづ

らい点もみごとに描かれていること。そして、数多くある出来事を絞り、焦点をあてること、過去から

現代まで結びつけていることで、身近に歴史を感じられるものに仕上がったものと思われます。作成に

携わった皆さまが、児童向けのものを作成する際における、対象年齢に合わせた、用語の使い方、見せ

方など、意識して作られたものであることが伺えるものに仕上がっています。 

（他都市文化財担当者 40代女性、子供あり) 

 



柔らかいタッチのイラストと、説明的になりすぎない文章。たくさん伝えたいところはあっただろう

に、絞り込んだ内容。遺跡や博物館を訪れたときにふとこの絵本の絵が蘇ればいいな、と思う。 

ちょっとだけ残念に思ったのが、歴史を通覧していくために紙幅が足りず、主人公のテツヤとフクのキ

ャラクターが掘り下げ不足で魅力を感じないこと。各時代の登場人物も同様。どうしても物語ではなく、

説明を読んでいる感じになる。弥生時代編とか鎌倉時代編とか、時代ごとに作ってほしかった。シリー

ズ化すれば、すごくいいものになったような気がする。 

こういう取り組みがしっかり起こせて、たくさんの人が知恵を出し合いながら形にしていけているの

は素晴らしいこと。琴線に触れた子にとっては、何かの拍子で鮮やかに蘇ってくるような、そんな本に

なるだろう。絵本というのはそういうものだと思う。  (他都市博物館学芸員 40代男性、子供あり) 

 

知り合いの告知で、絵本の存在を知ることができ、また、自分の手元に絵本があることを幸せに感じて

おります。2年の歳月には、多くの御苦労もあったかと思いますが、県外の人間から見ても、福岡を知る

良い内容となっており、この本を読んで、多くの方が福岡の歴史を知る良い機会になればと思いました。 

                          （他都市文化財関係者） 
 

・戦争から戦後の復興と、今のまちまで載っているのがいい。古い時代ばかりでお話が終わっていると、

自分のまちの話、自分につながる話と実感できないので。 （70代女性・元小学校教員） 
 

・金印以外の奴国を知れてよかった。金印がすごいのはわかるけど、それ以外の奴国はよくわからない

でいた。                      （４０代・男性・公務員） 
 

・すごく分かりやすくて、よかった。日本史忘れていて申し訳ない、という気分にならなかった。 

（４０代・女性・（外資系企業）会社員） 
 
・お話のあと、地図と解説のページがついているのがいい。次の動き（行ってみよう）につながるしか

けがあるのが素晴らしい。              （５０代・男性・公務員） 
 
・難しくない文章でサッと読めるけど、流れと重要なところとをちゃんとつかめるので、時間に追われ

ている子育て中のママにもあっている本だと思う。   （３０代・女性・会社員） 

 

（７）29年度への展開  ［ 29年度の事業計画 ］ 

 平成 29年度は、共働事業としての事業継続は行わないが、今回完成した絵本を活用したイベントなど

を市・NPOともに行い、福岡の歴史に対する興味関心を、より多くの子ども・市民へ広めるための活動

をそれぞれが実施する。 

○実施中の事業及び今後の予定 

 福岡市博物館読書室で開催中の、小絵本展「まちのたからもの」において、「のったよ！ふくおかタイ

ムスリップ号」を展示、閲覧。 

 さらに、秋に向けて、テンジン大学・福岡市ともに、イベント計画中。
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