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    日 時 ： 令和 2 年 ９月 ９日（水） 

          午後 １時 30 分～ 

       場 所 ： 博多市民センター第１会議室 

（４階） 



【 次  第 】 

 

１ 開会あいさつ 

                                                            

  2 委員辞令交付 

 

  3 委員，職員，指定管理者の自己紹介 

 

4 議 題 

                       

（１）令和元年度 主催事業実施報告について ・・・・ １ ～ ６Ｐ 

 

（２）施設利用状況について ・・・・・・・・・・・・ ７ ～ ８Ｐ 

 

（３）令和 2 年度 運営方針，主催事業計画 

及び予算について  ・・・・・・・・・・・・・ ９ ～ 1４Ｐ 

 

●運営方針 ・・・・・・・・ ９ ～ 10Ｐ 

 

●主催事業計画 ・・・・・・ 11 ～ 13Ｐ 

 

●予算 ・・・・・・・・・・    14Ｐ 

 

３  その他 

 

   ４   閉会あいさつ 

 

 

                       

【別添資料】 

  令和2年度 第1回 

福岡市立博多市民センター 

運営審議会 資料集 

     



事　業　区　分

事　業　名　・　概　要　・　対　象　者　・　実　施　回　数　等

学　習　内　容 実施時期 講　師　等 参加人数

１　講座，講演会，研修会等を開催すること

（１）人権教育・啓発の推進

人権講座　【計画：4回】　　

①【同和問題・人権全般】 ６月４日(火) フォークシンガー 149

　　唄と語りの人権コンサート むかい　治英　氏

　 「共に生きる・やさしさ」

②【子どもの人権】 ６月１３日(木) 不登校を考える親の会 140

　「子どもに寄り添うとは」 「ほっとケーキ」 代表

～西鉄高速バスジャック事件に遭遇して～ 　山口　由美子　氏

③【外国人の人権】 ６月2０日(木) 西日本新聞記者 102

　　外国人労働者と共に生きる社会へ 坂本　信博　氏

～「新 移民時代」取材班からの報告～

④ 【様々な人権】 ６月2８日(金) 博多区役所生涯学習推進課 76

　　人権よもやま話 人権教育推進員

～参加者どうしで語り合いましょう～ 　松本　保成

合計　64

　・オリエンテーション ５月21日(火) 博多区生涯学習推進課

　・ミニ研修 (午前の部) 　主査（人権教育及び社会教育の推進担当）

　　「小さな気づきが人権のはじまり」 　小学校・特別支援学校 　人権教育推進員 37

　・担当職員紹介 (午後の部)

　・グループに分かれての説明・懇談 　中学校・特別支援学校 27

博多区人権尊重啓発連絡会議

議題（１）　令和元年度　主催事業実施報告について

　市民等の人権問題に対する意識の向上を図り，人権文化あふれる地域づくりの担い手となる人材の
育成を目指して学習の機会を提供しました。（実績：４回）

　　(対象)小・中・特別支援学校PTA，人尊協，自治協，人権問題に関心のある市民

合計　467

ＰＴＡ人権教育研修担当者連絡会　【計画：2回】

—１－

　ＰＴＡ人権教育研修担当者としての役割や，人権問題についての基本的理解，研修計画・実施方法
についての認識を図りました。（実績：２回）
　
　　(対象)小学校・中学校・特別支援学校の各ＰＴＡ成人教育委員・人権教育担当教諭　等

　一人ひとりの人権が尊重される差別のない明るいまちづくりをめざすため，地域ぐるみの自主的な
推進組織づくりの促進を図るとともに，区民の人権意識を確立することを目的に事業を展開しまし
た。様々な人権問題について考える機会を提供し，人権の大切さを感性に訴えながら人権尊重の気運
を高める取組みを行いました。



・研修会 ６月２７日(木) 福岡市こども総合相談センター 35

「児童虐待の理解と対応」 こども緊急支援課

・博多区人権を考えるつどい ８月２９日(木) 内浜落語会（粗忽家一門） 321

「笑顔で語ろう人権問題」

・博多区人権啓発推進活動交流会 ２月４日(火) 福岡市人権啓発センター 78

人権啓発推進指導員

　

・博多区人権尊重啓発連絡会議だより 3月15日発行 ・啓発記事「児童虐待の防止」 30,000

　「はかた」第29号による啓発  ・令和元年度活動報告　等

・その他連絡会活動 － 総会(6月27日) －

 運営委員会２回(4月25日，2月4日)

人権啓発広報セミナー　【計画：１回】

人尊協広報紙交流会（参加者交流） ３月予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 中止

人権を尊重する市民の集い　【計画：１回】

・実践報告 12月10日(火) 堅粕校区人権尊重推進協議会 445

　

・講演 作家・歌手

　ドリアン助川　氏

校区人権尊重推進協議会支援　【通年・随時】

公民館人権教育研修会支援　【通年・随時】

ＰＴＡ人権教育研修会支援　【通年・随時】

　同和問題をはじめ，様々な人権問題を解決し，真に一人ひとりの人権が大切にされるまちづくりを
めざして家庭や地域・職場での取り組みをさらに充実させ，人権意識を高めるため，以下のとおり実
施しました。（実績：1回）

　    (対象)一般市民

　人権教育研修を公民館の基本事業として位置付け，学級講座受講生やサークル活動者などを対象に
実施し，住民の人権問題に対する認識を深めるため，研修会などの企画・実施にあたって随時支援を
行いました。
 
　   (対象)一般市民

　同和問題など様々な人権問題の解決に向け，PTA会員が人権問題について理解を深めることを通し
て，学校での人権学習を積極的に受けとめることのできるような家庭の基盤づくりと，人権を尊重
し，人の多様性を認め合う地域づくりをめざすため，単位PTAに対して随時支援を行いました。

　   (対象)ＰＴＡ会員，PTA成人教育委員

　人尊協の役割，課題について認識を深めるとともに，地域への効果的な広報，啓発活動について学
ぶもの。令和元年度は，新型コロナウィルス感染拡大防止のため，中止しました。 （実績なし）

　　 (対象)人尊協委員等

—２－

「博多区の皆さんの心にリスペクトの風を
～福岡市障がい者差別解消条例を理解し，
私たちにできることを考えましょう」

　様々な人権問題の解決に向けて，あらゆる差別をなくし「明るく住みよいまちづくり」を目指し
て，地域ぐるみで自主的に学習・啓発など人権啓発活動を推進するため，随時支援を行いました。

　   (対象)一般市民

「あなたが大切　みんなが大切」
　　笑顔あふれる住みよい堅粕校区
　　にするために

「私たちはなぜ生まれてきたのか？」
　　小説「あん」でハンセン病快復者の
　　人生を描いた意味



１　講座，講演会，研修会等を開催すること

（２）生涯学習の推進

合計　44

思春期子育てカフェ ６月27日(木) 福岡県警本部少年課少年サポートセンター 3

　思春期の子どもに関する悩みを （堅粕公民館） 　指導員　堀井　智帆　氏

　語り合う場の提供 ８月22日(木) 6

（東吉塚会館）

10月24日(木) 14

（三筑会館）

博多まちづくりびと塾　「弾む！MTG（ミーティング）　～話し合いを楽しく進めよう！～」

①アイスブレイク＆チームづくり講座 ２月１日（土） 福岡教育大学・西南学院大学 11

　非常勤講師　佐藤　倫子　氏

②ファシリテーション講座（基礎編） ２月15日（土） 10

③ファシリテーション講座（実践編） ２月29日（土） ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 中止

にっこり子育て講座　【計画：４回】　　※企画協力：博多すくすくネット

合計　66

①子どもの健やかな未来を願って 10月９日(水) 福岡県警本部少年課少年サポートセンター 11

　指導員　北原　裕美　氏

②呼吸とリンパ 10月23日(水) ピラティスインストラクター　他 12

　輝くママの為のやさしい美ボディピラティス 　　西田　淳子　氏

③子育ては波乱万丈 !? 11月６日(水) 博多すくすくネット 11

　もう笑うしかない 　代表　上田　裕子　氏

④May Music Factory 11月21日(木) 日本ゴスペル協会 32

　ゴスペルコンサート 　認定指導員　May先生

セカンドライフセミナー【計画：１回】

自宅でできるストレッチや簡単な筋トレ ３月14日（土）健康運動指導者　毛利　香代子　氏 中止

～60歳を過ぎてもイキイキとアクティブに！～ ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

—３－

　セカンドライフ（定年後の第二の人生）をより豊かなものとするために必要な知識や情報を獲得す
る機会の提供により，セミナーの参加者が高齢期の充実した生き方について考えるきっかけとするセ
ミナーを計画しましたが，新型コロナウィルス感染拡大防止のため，中止しました。 （実績なし）

　　（対象）定年後の第二の人生に関心がある人

　これからの子育てのビジョンを，周囲との関わりや自分自身のあり方を踏まえたうえで考え,形成し
ていく足がかりにするとともに，地域での関わりを持つための活動に参加するきっかけをつくる講座
を開催しました。（実績：4回）

　　（対象）子育て中の方，子育てに関心のある方

　地域活動をさらに楽しくするためのスキルの習得と校区を超えたネットワークづくりの機会を提供
するため，以下のとおり実施しました。なお，2月29日予定の講座は新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止しました。（実績：5回）

　　(対象)地域活動やグループ活動に興味のある人，特に地域活動の次の担い手となる若い世代　など

地域活動次世代リーダー養成講座　【計画：６回】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※企画協力：生涯学習ボランティアグループ「アップルシード」



２　社会教育団体等の育成に関する事業

ＰＴＡ研修講座　【計画：２回】

合計357

・研修① ６月７日(金) 博多区小学校ＰＴＡ連合会　会長 小学校

　「PTAの役割とは」 　中村　壮志　氏 243

・研修② 博多区生涯学習推進課　主査 中学・特支

　「人権意識を高めるPTA活動」 　平木　俊二 114

・講演 リプロダクティブ・ヘルス アドバイザー

　「子どもへの性の伝え方 　犬飼　まひろ　氏

　　～無理なく伝え，子どもの性の健康と

　　　安全を守る～」

ＰＴＡ研究集会　【計画：２回】

          合計  162

①小学校ＰＴＡ研究集会 ９月１２日(木) （対象） 90

　・全体会＜ワールドカフェ＞ 　小・特別支援学校のＰＴＡ役員・委員

　　「新時代を迎える教育現場とPTAの 　及び学校関係者等

　　　関わり方」

　・分科会＜グループディスカッション＞

　　　成人・人権教育　／　広報　／

　　　保健・給食

②中学校ＰＴＡ研究集会 ９月１８日(水) （対象） 72

　・全体会＜ワールドカフェ＞ 　中・特別支援学校のＰＴＡ役員・委員

　　「我が子のスマホ事情＆ルール」 　及び学校関係者等

　・分科会＜グループディスカッション＞

　　　学年・学級　／　広報　／

　　　人権学習　／　校外・生活

ＰＴＡ新聞づくり講習会　【計画：１回】

『楽しくつくろう！ＰＴＡ新聞』 ５月１６日(木) コピーライター　茂島　信一　氏 60

　各PTAが日頃の活動の実践事例をもとに，意見交換や情報交換を行い，当面する課題の解決に向け
ての研究協議を深めて，今後の単位PTA活動の効果的な推進を図る研究集会を下記のとおり開催しま
した。（実績：2回）

　　 (対象)ＰＴＡ会員

　ＰＴＡ役員・委員として，人権意識を高め，ＰＴＡ活動を楽しく有意義なものにするために，その
役割や運営について必要な基礎的知識の習得を図る研修講座を，小学校及び中学校PTA連合会と合同
で実施しました。（実績：1回）

　　 (対象)小・中・特別支援学校ＰＴＡ役員・委員

　青少年の健全育成と，地域づくりに果たすＰＴＡ新聞の役割を認識し，ＰＴＡ活動の推進を図る講
習会を開催しました。（実績：1回）

　　 (対象)ＰＴＡ広報委員

—４－



子ども会育成指導者研修会　【計画：１回】

テーマ ３月１日(日) ＮＰＯ法人福岡市レクリェーション協会 中止

　子ども会を楽しい活動の場にするために インストラクター　中島　宏　氏

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

３　公民館の連絡調整等に関する事業

公民館職員研修（専門研修）　【計画：３回】　　

①【社会教育に関する研修】 9月13日(金) 福岡・社会教育研究会　代表 館長・主事

　　福岡市公民館の成り立ちとその役割 　横山　孝雄　氏

　 　を考える。

②【人権教育に関する研修】 11月15日(金) ジャーナリスト 館長・主事

　　2050年／変わる日本・変わる社会 （公財）人権教育啓発センター上級特別研究員

　馬場　周一郎　氏

③【男女共同参画に関する研修】 1月15日(水) 月間生涯学習通信「風の便り」編集長 館長・主事

　　変ってしまった女と 三浦　清一郎　氏

　　変わりたくたくない男

—５－

　子ども会育成活動の充実を図るため，活動の意義や運営のあり方，活動内容等について学習し，指
導者としての資質の向上をめざす研修会を計画しましたが，新型コロナウィルス感染拡大防止のた
め，中止しました。 （実績なし）

　　 (対象)子ども会育成指導者ほか

　区内の公民館館長及び主事を対象に，公民館運営に必要な社会教育や公民館運営の専門的知見等の
習得を図るため，専門研修を以下のとおり開催しました。（実績：３回）

　　(対象)区内の公民館職員（館長・主事）　44名



事　業　区　分

事　業　名　・　実　施　回　数（計　画）　等

事　業　内　容 実施時期 演者・対象・協力者など 参加人数

４　音楽，演劇，美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること

演劇上演事業【計画：2回以上】

子どもおもしろ劇場・演劇上演会 6月15日(土) 劇団　さんぽ 205

　『かあちゃん取扱説明書』 　※子どもとその保護者及び高齢者

子どもおもしろ劇場・演劇上演会 1月26日(日) 劇団　ショーマンシップ 283

　 『ないた赤おに』 　※子どもとその保護者及び一般の方

映画上映事業【計画：2回以上】

子どもおもしろ劇場・映画上映会 5月5日(日) 　※子どもとその保護者及び高齢者 162

　映画『セロ弾きのゴーシュ』 午前・午後２回上映

子どもおもしろ劇場・映画上映会 8月3日(土) 　※子どもとその保護者及び高齢者 156

　映画『若おかみは小学生』 午前・午後２回上映

子どもおもしろ劇場・映画上映会 3月7日(土) 　※子どもとその保護者及び高齢者 中止

　映画『おかあさんといっしょ 午前・午後２回上映 　※新型コロナ感染拡大防止のため中止

　　　　はじめての大冒険』

コンサート事業【計画：1回以上】

(対象)　子どもとその保護者及び高齢者

子どもおもしろ劇場 11月16日（土） 福岡響ウインドオーケストラ 500

　親子コンサート！　2019 　※子ども（未就学児も可）と保護者及び一般の方

文化祭事業【計画：1回以上】

博多市民センター文化祭 10月14日(月・祝) 　※広く市民を対象 359

５　施設の利用その他の便宜供与に関すること

情報の収集・提供（みんなの情報ひろば）

駐車場の混雑予想／学習室利用としての空き予想／「皆様の声」投函への返事　　など適宜掲示

－６－

【博多市民センター指定管理者事業】

博多区掲示コーナー（博多区運営方針等）／公民館だより／校区人尊協だより／ホール催物案内／

合計　318

合計   488

　公民館だよりや校区人尊協だより，各種事業のポスターやチラシを掲示，配架し，市民センター来館
者に情報提供を行った。またホームページを随時更新し，施設案内や催し物案内を紹介した。

（第1部）

・サモンザドラゴン

・口笛吹いて働こう

・「指揮者体験」コーナー

・天国と地獄

（第2部）

・双頭の鷲の旗の下に

・「イントロドン」コーナー

・パブリカ

・「レクリエーション」コーナー

・ディズニープリンセスメドレー

・アンコール（さんぽ）

・昔懐かしのフォークソング演奏会

・地域住民向け介護体験講座

・フラワーアレンジメント体験

・お話し会

・絵本の読み聞かせ

・作品展示会 など

（演奏者：テレベルト・グリーン）

（協力：福岡県介護福祉士会）

（協力：博多図書館）



議題(２)  施設利用状況について

１　博多市民センター利用状況

件数 229 364 397 535 532 346 341 358 637 419 4,158
人員 46,748 13,386 9,464 4,425 5,244 2,306 1,565 11,668 7,920 4,364 107,090
件数 251 362 377 508 486 368 352 393 622 377 4,096
人員 48,421 14,072 9,504 4,257 4,777 2,232 1,694 11,653 7,363 4,438 108,411
件数 244 354 403 470 510 264 281 367 557 407 3,857
人員 49,497 13,198 10,333 3,959 5,163 1,504 1,292 11,468 6,562 5,016 107,992

件数 102 1,546 2,277 233 4,158

人数 5,997 47,074 34,944 19,075 107,090

件数 60 1,621 2,128 287 4,096

人数 2,676 54,823 31,145 19,767 108,411

件数 54 1,352 2,185 266 3,857

人数 3,146 49,197 36,283 19,366 107,992

（　利用区分　）

◎各市民センター利用状況
博　多 東 中　央 南 城　南 早　良 西 合　計

件数 4,158 5,551 5,841 4,412 3,132 3,873 4,207 31,174

人数 107,090 156,380 144,842 131,104 70,391 94,903 132,028 836,738

件数 4,096 5,779 5,836 4,298 3,693 4,588 4,013 32,303

人数 108,411 155,182 135,194 133,075 77,847 100,758 125,225 835,692

件数 3,857 5,708 5,623 4,144 3,460 4,620 3,522 30,934

人数 107,992 146,403 129,726 119,943 70,262 95,164 111,533 781,023

第２和室 視聴覚室

（１）　部屋別利用状況

区分 ホール 第１会議室 音楽室 実習室 合計

平成
２９年度

平成
３０年度

令和
元年度

第２会議室 第３会議室 第４会議室 第１和室

（２）　団体別利用状況

区分 主催事業 団体
グループ・
サークル

公共機関

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、舞踏、茶道等の趣味的グループ、同好会、愛好会、その他職場等のサークルなど

計

平成
２９年度

平成
３０年度

令和
元年度

◎令和元年度　団体別利用割合

主催事業 博多区及び市民センターの主催又は共催事業

令和元年度

公共機関 主催事業を除く本市の利用や国・県・その他市関連、学校関連、公民館など

（参考）

区　　分

平成２９年度

平成３０年度

主催事業
1.4%

団体
35.0%

グループ・

サークル
56.7%

公共機関
6.9%

利用件数
主催事業

2.9%

団体

45.6%グループ・

サークル

33.6%

公共機関

17.9%
利用人数

－　７　－



博多 東 中央 南 城南 早良 西 合計
２９年度 4,158 5,551 5,841 4,412 3,132 3,873 4,207 31,174
３０年度 4,096 5,779 5,836 4,298 3,693 4,588 4,013 32,303
元年度 3,857 5,708 5,623 4,144 3,460 4,620 3,522 30,934
２９年度 107,090 156,380 144,842 131,104 70,391 94,903 132,028 836,738
３０年度 108,411 155,182 135,194 133,075 77,847 100,758 125,225 835,692

元年度 107,992 146,403 129,726 119,943 70,262 95,164 111,533 781,023

（３）　月別利用状況

①　利用件数

②　利用人数

２　各区センター利用状況

区分

件数

人数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

２９年度 361 330 353 372 321 375 369 386 288 308 348 347

３０年度 335 325 381 384 319 375 357 332 299 312 351 326

元年度 328 323 368 359 318 345 371 353 298 262 317 215

150
200
250
300
350
400
450

利用件数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

２９年度 6,974 6,608 8,050 8,632 8,688 9,712 10,365 10,701 9,283 7,722 10,863 9,492

３０年度 6,971 8,185 10,673 8,265 8,449 9,865 10,537 7,900 9,554 7,730 10,390 9,892

元年度 6,681 6,934 10,969 10,257 11,203 8,721 11,554 9,226 11,657 6,257 11,341 3,192

2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

10,000
11,000
12,000
13,000

利用人数

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

博多 東 中央 南 城南 早良 西

利用件数
区分 ２９年度
区分 ３０年度
区分元年度

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

博多 東 中央 南 城南 早良 西

利用人数
区分 ２９年度
区分 ３０年度
区分元年度

－　８　－
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議題（3） 令和２年度 博多市民センター運営方針，主催事業計画 

及び予算について 

 

 

Ⅰ 博多市民センター運営方針 

近年の少子化，高齢化，国際化，情報化等の進展による経済・社会構造の急速な

変化に伴う，様々な課題を解決するため，また，人々が生涯にわたり学び続け，自

ら課題を発見し，自ら学び考える力や豊かな人間性を育むため，わたしたちには

新しい知識や能力を主体的に獲得していくことが求められています。 

このような状況の中，本市の社会教育においては，市民が様々な学習を通して，

自律的に，豊かに生きていける社会の実現を目指しています。そして，そのため

には，市民が今までの経験や知識を活かし，共に学び合い，その成果を社会に還

元していくとともに，コミュニティのさらなる活性化が必要です。 

  博多市民センターにおいては，市民の教育，文化の振興，社会福祉の増進に寄

与するとともに，地域の連帯意識の高揚に資するため，基本的人権の尊重を運営

の基本として，区内公民館をはじめ，社会教育団体，区関係各課，指定管理者と

の連携を図りながら，下記の事業に取り組むことで，共創のまちづくりに向けた

地域の教育力向上を図ってまいります。 

  なお，実施にあたっては，新型コロナウイルス感染症の状況を見据え，環境や

ニーズの変化に対応しながら事業に取り組んでまいります。 

 

記 

 

１ 講座，講演会，研修会等の開催に関する事業 

（１）人権教育・啓発の推進 

一人ひとりの人権が尊重される地域づくりを進めるため，人権を考え 

るつどいや人権講座等の実施，校区人権尊重推進協議会活動の支援を行い

ます。また，公民館やＰＴＡでの人権教育研修の支援を行います。 

（２）生涯学習の推進（地域活動リーダーの育成） 

地域活動の次の担い手となる若い世代に対し，地域活動をさらに楽し 

くするためのスキルの習得と校区を越えたネットワークづくりの機会を

提供します。 
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 ２ 社会教育団体等の育成に関する事業 

小・中学校ＰＴＡや，子ども会育成会等の関係団体を支援するため，各団体

との緊密な連携を図りながら，それぞれの活動の充実に向けた研修会を実施し

ます。 

 

３ 公民館の連絡調整等に関する事業 

  地域の社会教育施設である公民館の職員を対象とした専門研修を実施しま

す。また，地域支援課と連携しながら，公民館事業の支援（助言・指導等）を

行います。 

 

４ 音楽，演劇，美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること 

博多区の文化・芸術の振興，社会福祉の増進に寄与するとともに，施設の魅

力の向上や地域の連帯意識の高揚を図るため，文化的な事業等を実施します。 

 

５ 施設の利用その他の便宜供与に関すること 

指定管理者との連携を図りながらサービスの向上や施設の維持にあたると

ともに，指定管理者の管理運営に対する評価等を適宜行うことで，施設の適切

な管理運営を行います。 

また，公民館や人権尊重推進協議会等の活動状況をはじめ，市民活動や事業

の地域情報を収集し，センター内の掲示板やホームページ等を通じて提供しま

す。 
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Ⅱ 主催事業計画 

 

事業区分 事業名 

１ 講座，講演会，研修会等を開催すること 

 

（１）人権教育・啓発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人権講座 

○ＰＴＡ人権教育担当者連絡会 

○博多区人権尊重啓発連絡会議 

 
・博多区人権を考えるつどい 

・博多区人権啓発推進活動交流会 

○人権啓発広報セミナー 

○人権を尊重する市民の集い 

○校区人権尊重推進協議会支援 

○公民館人権教育研修会支援 

○ＰＴＡ人権教育研修会支援 

（２）生涯学習の推進 

（地域活動リーダーの育成） 
○地域活動次世代リーダー養成事業 

２ 社会教育団体等の育成に関する事業 

 

 

 

 

○ＰＴＡ研修講座 

○ＰＴＡ研究集会 

○ＰＴＡ新聞づくり講習会 

○子ども会育成指導者研修会 

３ 公民館の連絡調整等に関する事業 ○公民館職員研修（専門研修） 

４ 音楽，演劇，美術その他芸術の発表会等の 

開催及びその奨励に関すること 

 【指定管理業務】 

 

 

 

 

 

○演劇上演事業 

○映画上映事業 

○コンサート事業 

○文化祭事業 

○高齢化社会をテーマとした事業 

○子育てをテーマとした事業 

５ 施設の利用その他の便宜供与に関する 

こと【指定管理業務】 

○サービスの向上 

○情報の収集・提供 

     

   

 



【生涯学習推進課　実施予定事業】

事 業 名 内      容 実施時期等 対  象 実施状況等

人権講座

　身のまわりの問題から人権を見つめ
るとともに，人権問題に対する理解と
認識を深め，私たちにできることが何
かを考えるきっかけとする。

6～7月
4回

市民
ＰＴＡ成人
教育委員等

実施時期を変更

ＰＴＡ人権教育
担当者連絡会

　ＰＴＡ人権教育研修担当者として人
権問題を自分の問題として理解すると
ともに，担当者としての役割や研修の
企画運営について把握する。

５月
１回

ＰＴＡ成人
教育委員等

書面開催（６月）

博多区人権を
考えるつどい

　福岡県同和問題啓発強調月間にあわ
せて，社会に存在する人権問題につい
て考える機会を提供し人権尊重の気運
を高める。

７月
１回

市民 中　止

博多区人権啓発
推進活動交流会

　区内の人権尊重推進協議会関係者が
集まり，その活動内容や課題について
の情報を交換し今後の活動の発展を図
る。

２月
１回

校区人尊協
委員等

人権啓発広報
セミナー

　人尊協の役割，課題について認識を
深めるとともに，地域への効果的な広
報，啓発活動について考える。

6月
１回

校区人尊協
委員等

実施時期を変更

人権を尊重する
市民の集い

　福岡市人権尊重週間にあわせて，市
民を対象に実践報告や講演 等を行い人
権啓発を推進する。

１２月
１回

市民

校区人権尊重
推進協議会支援

　差別をなくすため，地域ぐるみで自
主的に学習・啓発及び実践に努め「明
るい住みよいまちづくり」に寄与する
ことを目的とする校区人尊協活動を支
援する。

通年 市民

公民館人権教育
研修会支援

　地域住民を対象に，様々な人権問題
の解決を図るために実施する公民館講
座等の研修活動を支援する。

通年 市民

ＰＴＡ人権教育
研修会支援

　ＰＴＡ会員を対象に，様々な人権問
題の解決を図るためＰＴＡ委員が主体
的に研修会等の企画実施を行えるよう
支援する。

通年 ＰＴＡ会員

地域活動次世代
リーダー養成事業

　地域活動の次の担い手となる若い世
代に対し，活動スキルの習得とネット
ワークづくりの機会を提供する。

通年
地域指導者
等

博多まちづくりびと塾
　9月5日開催
思春期子育てカフェ（予定）
　10月22日，11月26日

ＰＴＡ研修講座
　ＰＴＡ役員・委員として，ＰＴＡ活
動の役割や運営などについて必要な基
礎知識の習得を図る。

６月
１回

ＰＴＡ会員 書面開催（６月）

ＰＴＡ研究集会

　ＰＴＡ活動の実践事例をもとに意見
交換や情報交換を行い，日頃の活動を
点検するとともに，今後の活動につい
て研究協議を行う。（小・中各１回）

９月
2回

ＰＴＡ会員
小学校：中　止
中学校：書面開催予定

ＰＴＡ新聞づくり
講習会

　青少年の健全育成と地域づくりに果
たすＰＴＡ広報の役割を認識し，ＰＴ
Ａ活動の推進を図る。

５月
１回

ＰＴＡ広報
委員

中　止

子ども会育成指導者
研修会

　子ども会育成会の役割について認識
を深めるとともに実技研修を行い，子
ども会を活性化していくため技術向上
を図る。

３月
１回

子ども会育
成指導者等

公民館職員研修
（専門研修）

　公民館運営に必要な社会教育や公民
館運営の専門的知見等の習得を図る。

11～2
月

公民館長
公民館主事

研修企画会議を設置し，研修
内容・方法を検討

※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，一部の事業について「実施状況等」欄のとおり実施変更。
　　その他の事業についても，今後の感染状況により実施時期や実施方法等，実施についての検討を行う予定。

事業区分

１　講座，講演会，研修会等を開催すること
（１）人権教育・啓発の推進

１　講座，講演会，研修会等を開催すること
（２）生涯学習の推進（地域活動リーダーの育成）

２　社会教育団体等の育成に関する事業

３　公民館の連絡調整等に関する事業

－１２－



【博多市民センター指定管理者　実施予定事業】

事 業 名 内      容 実施時期等 対  象 実施状況等

演劇上演事業

文化芸術に親しむ機会の創出を目的
に、「ストリートプレイ」「ミュージ
カル」「人形劇」などから「文楽」
「狂言」なども視野に入れ、「親子で
わくわく鑑賞会（仮）を実施する。

6月
8月

子どもと
その保護者

・8月9日実施
　　劇団風の子
　　「やだやだあっかんベー」
　　参加者：40名
　　YouTubeライブ配信
　　ライブ配信：221回再生
　　アーカイブ：424回再生
・11月14日実施予定
　　劇団アフリカ

地域の親子みんなで楽しめるものや、
子ども達に伝えたいテーマが含まれた
名作等を選定して上映する。

5月
子どもと

その保護者

・9月20日予定
　にこにこ映画観賞会
　「おかあさんといっしょ」
　各回定員100名：2回上映

昭和映画の上映会など、若いころに観
た映画を鑑賞する「懐かしの名画鑑賞
会」を実施する。

7月 高齢者
・開催時期を変更
　（時期未定）

コンサート事業
子どもから大人まで、あらゆる世代が
一緒に楽しめるコンサートを実施す
る。

11月
子どもと

その保護者

・8月22日実施
　お楽しみ劇場
　「えとおとスケッチ
　　～絵本よみきかせ
　　　コンサート」
　2回公演（各定員60名）
　一部 45名 二部 59名

文化祭事業

活動団体の皆様の紹介の場・交流の場
の提供。活動を体験していただける
ワークショップの開催など、来場者の
皆様にも、鑑賞だけでなく体感しなが
ら楽しめる文化祭を実施する。

11月 市民 ・11月3日実施予定

高齢化社会を
テーマとした事業

なかなか外出する機会を見出せないシ
ルバー世代の方々に、健康的で明るい
生活を送っていただくため、地域や人
との関りを増やす機会をつくる。

10月 高齢者 ・10月実施予定

子育てを
テーマとした事業

地域の皆様と子育て世代の皆様の交流
の場、地域の先輩たちから学ぶ場、悩
みを語り合える場、同じ子育て世代の
仲間が集える場をつくる。

7月
子どもと

その保護者
・開催時期を変更
　（10月以降実施予定）

①みんなの情報広場
　公民館だよりや校区人尊協だより、
子育て情報を中心に、市民活動や事業
の地域情報発信の場を提供する。

・ロビー掲示板に公民館だより
　校区人尊協だよりを掲示
・スペース不足の為、追加掲示
　板新設を検討中

②ホームページ・SNSを活用しセン
ター情報をタイムリーに発信する。

・ホームページ，Twitter，
　facebookを開設
・コロナ禍における施設利用の
　諸注意やイベント情報を発信

③博多市民センター通信の発行
　月毎のイベント情報や施設利用の案
内を発信する。

・4月からホームページ等で配信
・10月から近隣公共施設への
　紙媒体での配布を開始予定

④デジタルサイネージの活用
　地域情報やニュースを日替わりで配
信する。

・4月よりロビーに設置
・施設利用状況、イベント情報
　ニュース・天気予報等を毎日
　配信中

⑤路線バス広告でイベント情報の告知
を行う。

・博多バスターミナル・バス
　路線にて８～9月主催事業の
　告知情報を掲出

⑥館内Wi-Fiの整備
・設置に向け準備中
（ポケットWi-Fi等での運用を
　検討中）

５　施設の利用その他の便宜供与に関すること

映画上映事業

サービスの向上

情報の収集・提供
通年 市民

※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，一部の事業について「実施状況等」欄のとおり実施変更。
　　その他の事業についても，今後の感染状況により実施時期や実施方法等，実施についての検討を行う予定。

事業区分

４　音楽，演劇，美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること

－１３－



- １４ -

　　(単位：千円)

令和元年度 令和２年度 比　　較

15,000 16,422 1,422

1,796 1,782 △ 14

62 65 3

16,858 18,269 1,411

　　(単位：千円)

令和元年度 令和２年度 比　　較

83,047 85,680 2,633

1,245 879 △ 366

84,292 86,559 2,267

予算

区　　　分
当初予算額

歳

入

ホール・会議室等使用料

自 動 販 売 機 設 置 料

その他（自動販売機電気使用料外）

合　　　　計

歳

出

区　　　分
当初予算額

管　理　運　営　費

 主　催　事　業　費

合　　　　計



 

 

令 和 2 年 度 

《第 1 回》 

 

 

 

博多市民センター運営審議会 
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博多区生涯学習推進課 
     



《 目  次 》 

 

〔令和元年度 主催事業〕  

 

１ 講座，講演会，研修会等を開催すること 
（１）人権教育・啓発の推進 

  ① 2019 年度 博多区「人権講座」（チラシ） 

  ② 令和元年度 博多区 PTA 人権教育研修担当者連絡会 

（実施要項，次第〔午前の部，午後の部〕） 

  ③ 令和元年度 博多区人権を考えるつどい（チラシ）  

④ 令和元年度 「博多区人権啓発推進活動交流会」実施要項 

⑤ 博多区人権尊重啓発連絡会議だより「はかた」第 29号（別添） 

  ⑥ 令和元年度 博多区人権尊重啓発連絡会議 総会等開催要項 

  ⑦ 博多区 人権を尊重する市民の集い（チラシ） 

（２）生涯学習の推進 

① 地域活動次世代リーダー養成事業 

〇思春期子育てカフェ（チラシ） 

〇弾む！ＭＴＧ(ミーティング)～話し合いを楽しく進めよう」（チラシ） 

② 第 20 回 にっこり子育て講座（チラシ） 

③ 「セカンドライフセミナー」講座（チラシ） 

 

２ 社会教育団体等の育成に関する事業 

① 令和元年度 博多区小学校・中学校・特別支援学校ＰＴＡ研修講座 

  実施要項 

② 令和元年度 博多区小学校ＰＴＡ研究集会 実施要項 

③ 令和元年度 博多区中学校ＰＴＡ研究集会 実施要項 

④ 令和元年度 博多区ＰＴＡ新聞づくり講習会 実施要項 

 

３ 公民館の連絡調整等に関する事業 

  ① 令和元年度 博多区公民館職員研修の実施について（通知） 

 

４ 音楽，演劇，美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること 

① 子どもおもしろ劇場（チラシ：開催日順） 

② 博多市民センター文化祭（チラシ） 



回 期  日 テ ー マ 講 師 

１
６月４日（火） 

10：00～12：00 

【同和問題・人権全般】 

唄と語りの人権コンサート 

「共に生きる・やさしさ」 

フォークシンガー

むかい 治英 さん 

２ 
６月１３日（木） 

10：00～12：00

【子どもの人権】 

「子どもに寄り添うとは」 

～西鉄高速バスジャック事件に遭遇して～ 

不登校を考える親の会 

「ほっとケーキ」 代表 

山口 由美子  さん 

３ 
６月２０日（木） 

10：00～12：00

【外国人の人権】 

外国人労働者と共に生きる社会へ 

～「新 移民時代」取材班からの報告～ 

西日本新聞記者 

坂本 信博 さん 

４ 
６月２８日（金） 

10：00～12：00

【様々な人権】 

人権よもやま話 

～参加者どうしで語り合いましょう～ 

博多区役所生涯学習推進課 

人権教育推進員 

松本 保成 

心豊かに 生きるために 

【申込先・問い合わせ】〒812-8512 福岡市博多区博多駅前２丁目９－３ 

博多区生涯学習推進課「人権講座」係 
 電話 092-419-1025  FAX 092-419-1029 

【場 所】第１回 博多市民センター ホール 
その他 博多市民センター 第１会議室 

【対 象】どなたでも (参加無料） 

【定 員】各回９０名 

【申込方法】 

裏面の FAX 申請書かハガキで，受講を希望する回・ 

氏名・住所・電話番号・FAX 番号を記入のうえ， 

５月２４日（金）までにお申し込みください。 

手話通訳があります 



 

受講を希望する回（○をつけてください）      ※定員を超過した場合のみご連絡いたします 
 

第１回（6/4）   第２回（6/13）   第３回（6/20）   第４回（6/28） 
 

名
ふり

 前
がな

                  住所（〇区○○まで）                     

電話番号                ＦＡＸ番号                     

 
 

 

 

回 講 師 プロフィール 

１ 
フォークシンガー 

むかい 治英 さん 

「優しさ」「ふれあい」等をテーマにしたオリジナル曲を中心に

歌い続ける久留米のフォークシンガー。元久留米市人権啓発セン

ター人権啓発指導員。人間が持つ心のあたたかさを感じさせるよ

うなギターの弾き語りは多くの人々の共感を呼ぶ。 

「四季折々，ありふれた生活の中で『喜怒哀楽』それぞれを心で

受け止め，それらがやがては『生きる力』になることを伝えたい」

と願い，日本全国でコンサート活動を行う。 

２ 

不登校を考える親の会 

「ほっとケーキ」代表 

山口 由美子  さん 

平成 12 年 5 月「西鉄バスジャック事件」に遭遇し，犯人の少

年から全身 10 か所以上も切り付けられ重傷を負う。意識を取り

戻した後，その少年が中学でいじめにあい，高校から不登校になっ

たことを知る。「少年にも居場所があればよかったのに」その思い

から，平成 14 年 4 月，犯人のような少年を生まないために，不

登校や引きこもりで悩む親の会と子どもたちの居場所を仲間と共

に開設。子どもとその親たちを支える活動を続ける。 

３ 
西日本新聞記者 

坂本 信博 さん 

マレーシア邦字紙記者や商社勤務を経て現職。 

調査報道を志し，主に社会部で，医療，教育，安全保障，子ども

の貧困などを取材。急増する外国人労働者を取材した西日本新聞

のキャンペーン報道「新 移民時代」の取材班キャップとして，優

れた報道を表彰する「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」

草の根民主主義部門の大賞を受賞。 

４ 

博多区役所生涯学習推進課 

人権教育推進員 

松本 保成 

福岡市役所にて社会教育関連業務に３４年間，うち15年間教育

委員会主任社会教育主事として従事。今年度より現職。 

参加者どうしの交流を取り入れた楽しく参加できる学習を目指

している。 

■□■ 博多区「人権講座」ファックス申込書 ■□■ 

 ＦＡＸ 092-419-1029 

■□■□■ 講師プロフィール ■□■□■ 

駐車場は限りがありますので，公共交通機関等のご利用をお願いいたします。 

団体名または 



平成３1（令和元）年度 博多区 ＰＴＡ人権教育研修担当者連絡会 実施要項 
 

１．目  的    ＰＴＡ人権教育研修を円滑に実施していくため，人権教育研修の意義や研修計画 

及び事務手続き等についての理解を図るもの。 

２．主  催    博多区生涯学習推進課 

３．期  日    平成３１（令和元）年５月２１日（火） 

小学校              １０時００分～１２時００分 

            中学校・特別支援学校 １３時３０分～１５時３０分 

４．会  場   博多市民センター（４階） 第1会議室 

５．対  象   ・博多区内小学校・中学校，特別支援学校の各ＰＴＡにおける人権教育研修担当 

委員会（成人教育委員会等）の長・副（代理出席可） 

           ・各学校のＰＴＡ人権教育担当教諭 

６．内  容 

 (１)講  義 「ＰＴＡにおける人権教育研修の意義について」 

 (２)事務説明 「ＰＴＡ人権教育研修の計画および実施について」 

 (３)PTAと区担当者との打合せ 

７．出欠連絡  準備の都合がございますので， ５月１４日（火）までに， 

            Ｅメール，FAX，学校連絡便で，参加票を下記までご提出ください。 

            ※併せて，別紙「委員会名簿」の提出もお願いします。 

 ＜問い合わせ先＞ 

    博多区生涯学習推進課 〒812-８５１２ 博多区博多駅前二丁目９番３号  

                          電 話 ４１９ー１０２５・ＦAＸ ４１９ー１０２９ 

E-mail：gakushu.HAWO@city.fukuoka.lg.jp 

                                                 

 

     出欠連絡票（参加票）   

 

小学校・中学校・特別支援学校 学校番号（   ）ＰＴＡ(学校)名                     

       代表者名（連絡先）                  TEL          ―      
 

平成３１（令和元）年度 ＰＴＡ人権教育研修担当者連絡会 参加票（当日参加される方） 

役 職 名 氏   名  

   

   

   

PTA人権教育担当教諭   

  ※ご来場の際は，駐車場が少ないので，公共交通機関をご利用ください。 



令和元年度 博多区ＰＴＡ人権教育研修担当者連絡会 

午前の部（小学校・特別支援学校） 

 

○ 日 時 令和元年５月２１日（火）１０:０0～１２:００ 

 

○ 内 容  

１ オリエンテーション 

 

２ ミニ研修「小さな気づきが人権のはじまり」 

 

３ 担当職員紹介 

 

４ グループに分かれての説明と懇談 

第２会議室 吉塚・東吉塚・三筑・那珂南（担当：堤） 

〃     住吉・東住吉・春住・堅粕・東光（担当：山口） 

第３会議室 那珂・弥生・板付・板付北・南福岡（担当：松本） 

第４会議室 千代・席田・月隈・東月隈（担当：平木） 

〃     博多（担当：西尾） 

 

  

＜目次＞                  ページ 

（１） 担当者一覧               ・・・  １ 

（２） 忘れないでね             ・・・  ２ 

（３） お勧め講師リスト          ・・・  ３ 

（４） 提出書類様式             ・・・  ４ 

① 令和元年度 委員会（人権教育関係） 年間予定表・・・６月末まで 

② 令和元年度 ＰＴＡ人権教育研修 計画書・報告書 

※委員研修と全会員研修とも同じ様式を使用します。 

（５） 博多区ＰＴＡ人権教育関連事業予定  ・・・ １０ 

（６） 人権講座等のご案内         ・・・ １１ 

（７） 参考資料              ・・・ １4 

 

（主催・連絡先）博多区生涯学習推進課 電話：419-1025、FAX419-1029 



令和元年度 博多区ＰＴＡ人権教育研修担当者連絡会 

午後の部（中学校・特別支援学校） 

 

○ 日 時 令和元年５月２１日（火）１３:３0～１５:３０ 

 

○ 内 容  

１ オリエンテーション 

 

２ ミニ研修「小さな気づきが人権のはじまり」 

 

３ 担当職員紹介 

 

４ グループに分かれての説明と懇談 

第２会議室 吉塚・三筑（担当：堤） 

〃     住吉・東住吉・東光（担当：山口） 

第３会議室 那珂・板付・博多高等学園（担当：松本） 

第４会議室 千代・席田（担当：平木） 

〃     博多（担当：西尾） 

    

 

＜目次＞                  ページ 

（１） 担当者一覧               ・・・  １ 

（２） 忘れないでね             ・・・  ２ 

（３） お勧め講師リスト          ・・・  ３ 

（４） 提出書類様式             ・・・  ４ 

① 令和元年度 委員会（人権教育関係） 年間予定表・・・６月末まで 

② 令和元年度 ＰＴＡ人権教育研修 計画書・報告書 

※委員研修と全会員研修とも同じ様式を使用します。 

（５） 博多区ＰＴＡ人権教育関連事業予定  ・・・ １０ 

（６） 人権講座等のご案内         ・・・ １１ 

（７） 参考資料              ・・・ １4 

 

（主催・連絡先）博多区生涯学習推進課 電話：419-1025、FAX419-1029 





令和元年度 ｢博多区人権啓発推進活動交流会｣ 実施要項  

 

１ 趣旨 

   博多区内の人権尊重推進協議会等の関係者が集まり、同和問題など様々な人権

問題の解決に向けて活動内容や課題について情報を交換し、今後の活動の推進を

図るために実施するもの。 

 

２ 主催 

  博多区人権尊重啓発連絡会議 

  博多区役所（生涯学習推進課） 

 

３ 日時 

  令和 ２年 ２月 ４日(火) １４:００～１６:００ 

 

４ 会場 

  福岡市立博多市民センター 第１･２会議室 

  （福岡市博多区山王１丁目１３－１０） 

   

５ 参加対象 

  博多区人権尊重啓発連絡会議委員 

  公民館長、公民館主事 等       

 

６ 内容・テーマ等 

  講話･グループ討議 

  ～博多区に皆さんの心にリスペクトの風を～ 

福岡市障がい者差別解消条例を理解し，私たちにできることを考えましょう  

  コーディネーター：福岡市人権啓発センター人権啓発推進指導員  笠原 嘉治 氏 

 



令和元年度 博多区人権尊重啓発連絡会議 総会等開催要項 

 

○目 的  本連絡会議は、博多区内の自治協議会をはじめ、各種機関・団体の代表者で構成

され、基本的人権を尊重し様々な差別をなくすため、地域ぐるみの自主的な推進組

織づくりの促進をはかるとともに、区民の人権意識の向上を図り差別のない明るい

まちづくりを目指して活動を行うもの。（事務局：生涯学習推進課） 

 

○日 時  ６月２７日(木) １４:００～１５:４５ 

 

○場 所  博多市民センター ５階 視聴覚室 

       

○内 容  

１  総   会  １４:００～１４:３０  役員･委員６２名 

 議 案 

（１）平成３０年度 事業報告 

（２）令和元年度 事業計画(案) 

 

２  研 修 会  １４:３０～１５:４５  役員･委員６２名 

テーマ：児童虐待の理解と対応について 

講 師：福岡市こども総合相談センター（えがお館） 

こども緊急支援課 

こども緊急支援係長  三 島 一 秀 氏 
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山王公園前
山王公園

博多体育館

山王1丁目

博多市民センター

博多市民センター

TEL 092-472-5991

交通機関
西鉄バス…「山王公園前」「山王 1丁目」下車、徒歩３分
J R………「博多駅」下車、博多バスターミナルからバスをご利用ください。
地下鉄……空港線「東比恵」下車、徒歩 15分

福岡市博多区山王1丁目13-10

博多区第48回　福岡市人権尊重週間（12月4日～10日）

（手話通訳・要約筆記があります）

入場無料
事前申込不要・定員500名

11月29日㈮までにお申し込みください
（1歳から就学前まで）
託児あり　定員10名

人権を尊重する市民の集い人権を尊重する市民の集い

●お問い合わせ・託児の申し込み
博多区役所　生涯学習推進課

主催：福岡市人権尊重行事推進委員会
092-419-1025電 話 092-419-1029FAX

日時

会場

ドリアン助川 さん（作家・歌手）

私たちはなぜ生まれてきたのか？
小説「あん」でハンセン病快復者の人生を描いた意味

あなたが大切　みんなが大切
笑顔あふれる住みよい堅粕校区にするために

～ 堅粕校区人権尊重推進協議会 ～

講　演

実践報告

第2部

第1部

令和元年12月10日（火）令和元年12月10日（火）
13：30～16：00（開場13：00）13：30～16：00（開場13：00）

博多市民センター　ホール博多市民センター　ホール

　1962年東京生まれ。早稲田大学第一文学部東洋哲学科卒。日本ペンクラブ常務理事。
長野パラリンピック大会歌『旅立ちの時』作詞者。
　放送作家・海外取材記者を経て、1990年バンド「叫ぶ詩人の会」を結成。ラジオ深夜
放送のパーソナリティとしても活躍。
　同バンド解散後、ニューヨークに３年間滞在し、日米混成バンドでライブを繰り広げる。
帰国後は明川哲也の第二筆名も交え、本格的に執筆を開始。著書多数。
　小説『あん』は河瀬直美監督により映画化され、2015年カンヌ国際映画祭のオープニ
ングフィルムとなる。また小説そのものもフランス、イギリス、ドイツ、イタリアなど
13言語に翻訳されている。
　2017年、小説『あん』がフランスの「DOMITYS文学賞」と「読者による文庫本大賞
（Le Prix des Lecteurs du Livre du Poche）」の二冠を得る。　　
　2019年、『線量計と奥の細道』が「日本エッセイスト・クラブ賞」を受賞。
　同年9月より、明治学院大学国際学部教授に就任。

　平成20年に設立した堅粕校区人権尊重推進協議会は、これまで関係
機関・各種団体と連携しながら人権についての講演会やシンポジウムを
行ってきました。
　今年度の取組みについて報告します。

駐車台数に
限りがありますので、
公共交通機関を
ご利用ください。



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドバイザー/福岡少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 
相談員 

★応募方法★ 
電話、郵便、FAX 又は E メール 

（氏名,年齢,住所,電話番号が必要です） 

★応募・問い合わせ先★ 

〒８１２－８５１２   

福岡市博多区博多駅前２丁目９番３号 

博多区生涯学習推進課 
「思春期子育てカフェ」係 

電話：０９２－４１９－１０２５   

ＦＡＸ：０９２－４１９－１０２９ 

E メール：gakushu.HAWO@city.fukuoka.lg.jp 

(このＱＲコードでＥメールを作成できます▼) 

複数回参加も大歓迎！ 

6/27 
(木) 

第 1回 

思春期のお子さんをお持ちの

保護者の皆さん、１人で悩んで

いませんか？ 

同じ悩みを抱える者どうし、

話すだけで、少しだけ気が楽に

なることも…！ 

私たちと一緒に 

おしゃべりしませんか？ 

8/22 
(木) 

第 2回 

各回 
時間内 

出入り自由！ 

会場／三筑会館 
時間／10：00～12：00 
博多区諸岡 6-31-31 

会場／堅粕公民館 
時間／18：30～20：30 

博多区博多駅東 1-8-2 

10/24 
(木) 

第 3回 

会場／東吉塚会館 
時間／18：30～20：30 
博多区吉塚本町 10-24 

/   

/   

アップルシード 
参加費 
１００
円 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師/佐藤倫子さん 
（福岡教育大学・西南学院大学非常勤講師） 

★参加申し込み・問い合わせ先★ 

〒８１２－８５１２   

福岡市博多区博多駅前２丁目９番３号 

博多区生涯学習推進課 
「弾む！MTG」係 

電話：０９２－４１９－１０２４   

ＦＡＸ：０９２－４１９－１０２９ 

E メール：gakushu.HAWO@city.fukuoka.lg.jp 

 

意見を求めても発言もなく誰もが 

気まずくなるシ～ンとした会議や、話

が堂々巡りして結論が出ない会議…。 

そんな凍った会議を、楽しくて話の

弾む会議へ、そして結論が出る会議へ

変えるノウハウを知ることが出来る 

講座です♪ 

/   

/ アップルシード 

話し合いを楽しく進めよう! 

会場/博多市民センター視聴覚室 

1  

( ) 

ｱｲｽﾌﾞﾚｲｸ 

＆ﾁｰﾑづくり 

 

3  

( ) 

ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ 

（実践） 

2  

( ) 

ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ 

（基礎） 

 

山王公園 
博多体育館 

筑
紫
通
り 

卍 

博多市民センター 

山王公園前 

山王１丁目 

←
博
多
駅 



フ リ ガ ナ

氏 名

年 齢 歳

住 所

(〒　　　　－　　　　　)

　

電 話 番 号 　　　　　　   　（　　          　　)

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

応 募 用 紙 

博多まちづくりびと塾 2019 

ＦＡＸ：０９２－４１９－１０２９ 

 

講師紹介 佐藤倫子さん（福岡教育大学・西南学院大学非常勤講師） 

 大学卒業後、３年間会社員、その後、日本語教師として、アメリカ、中国の中学高校へ
派遣される。帰国後は、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）国際協力推進員、 

（財）福岡国際交流協会国際交流専門員を経て現在に至る。専門領域は、 

多文化共生、開発教育、人権、国際協力、コミュニケーション、会議、 

参加型農村調査法など。 

現在は、糸島市で（一社）糸島市ファミリーサポート、 

（一社）ママトコラボの理事として、子育て支援や子育て期女性の 

キャリア形成の支援を行っている。 

 





福岡市立博多市民センター「セカンドライフセミナー」講座 

 

自宅でできるストレッチや簡単な筋トレ 

～60 歳を過ぎてもイキイキとアクティブに！～ 

 

 

加齢による体力や身体機能の低下に備えて，自宅でできるスト

レッチや簡単な筋トレについて学ぶ講座です。 

 

日   時 令和２年３月 14 日（土）午前 10 時～正午 

場   所 福岡市立博多市民センター（福岡市博多区山王１-３-10） 

講   師 健康運動指導者 毛利 香代子 さん 

主に北九州市の健康づくりセンターや年長者研修大学校，高校や 

地域などで，健康づくりのための運動を多くの方々に指導してい 

らっしゃいます。 

対   象 どなたでも参加できます。 

受 講 料 無料 

定    員 20 名（先着順） 

そ の 他 当日は動きやすい服装で，タオルを必ず持参してください。 

申込方法 電話，はがき，ＦＡＸ，Ｅメールのいずれかにて，①氏名②年齢 

③住所④電話番号を３月 13 日（金）までにお知らせください。 

 

【お申込み先・お問合せ先】 

福岡市博多区総務部生涯学習推進課「セカンドライフセミナー」係 

〒812-8512 福岡市博多区博多駅前２-９-３ 

電    話 ０９２－４１９－１０２４ 

Ｆ Ａ Ｘ ０９２－４１９－１０２９ 

Ｅメール gakushu.HAWO@city.fukuoka.lg.jp 

受講者募集！ 



 

令和元年度 博多区小学校・中学校・特別支援学校ＰＴＡ研修講座 実施要項 
    

 

１．目  的   単位ＰＴＡ活動の推進を図るため、ＰＴＡ活動の基本的なあり方や役員・委員と 

しての役割などについて認識を深める。 

２．運営主体   博多区小学校ＰＴＡ連合会 

博多区中学校ＰＴＡ連合会 

博多区生涯学習推進課 

３．対  象  博多区小学校、中学校、特別支援学校のＰＴＡ役員・委員 

４．会  場  博多市民センターホール 

５．日  時  令和元年６月７日（金）10：00～12：３0 

６．日程・内容 

 （１）開会行事（10：00～10：10） 

 （２）研修①  （10：10～10：２５） 

「ＰＴＡの役割とは」 

講師  博多区小学校 PTA 連合会 会長 中村 壮志 

研修②  （1０：２５～1０：４０） 

「人権意識を高めるＰＴＡ活動」 

講師  博多区生涯学習推進課    主査 平木 俊二  

（３）講演  （1０：５０～1２：２０） 

          「子どもへの性の伝え方～無理なく伝え，子どもの性の健康と安全を守る～」 

           講師  リプロダクティブ・ヘルス アドバイザー   犬飼 まひろ 氏 

（４）閉会行事 （1２：２0～１２：３０） 



令和元年度 博多区小学校ＰＴＡ研究集会実施要項 

 
 
目    的     各ＰＴＡが日頃のＰＴＡ活動の実践事例をもとに，意見交換や情報 

交換を行い，当面する課題の解決に向けての研究協議を深めて，今 
後の単位ＰＴＡ活動の効果的な推進を図る。 

 
運営主体     博多区小学校ＰＴＡ連合会・博多区生涯学習推進課 
 
対    象     小・特別支援学校のＰＴＡの役員・委員 
 

日    時     令和元年９月１２日（木） 

 

会    場     博多市民センター 

 

次    第  

 

１．開会のことば 

 

２．福岡市教育委員会教育長挨拶 

 

３．福岡市ＰＴＡ協議会会長挨拶 

 

４．全体会 《ワールドカフェ》 

 【テーマ】～新時代を迎える教育現場とＰＴＡとの関わり方～ 

 

５．分科会 《グループディスカッション》 

第１分科会：成人・人権教育     東月隈小学校 

第２分科会：広報              板  付小学校 

第３分科会：保健・給食         那  珂小学校 

運営事務局                  那珂南小学校 

 

６．まとめ 

 

７．閉会のことば 



令和元年度 博多区中学校ＰＴＡ研究集会実施要項 

 
 
目    的     各ＰＴＡが日頃のＰＴＡ活動の実践事例をもとに，意見交換や情報 

交換を行い，当面する課題の解決に向けての研究協議を深めて，今 
後の単位ＰＴＡ活動の効果的な推進を図る。 

 
運営主体     博多区中学校ＰＴＡ連合会・博多区生涯学習推進課 
 
対    象     中・特別支援学校のＰＴＡの役員・委員 
 

日    時     令和元年９月１８日（水） 

 

会    場     博多市民センター 

 

次    第  

 

１．開会のことば 

 

２．福岡市教育委員会教育長挨拶 

 

３．福岡市ＰＴＡ協議会会長挨拶 

 

４．全体会 《ワールドカフェ》 

 【テーマ】～我が子のスマホ事情＆ルール～ 

 

５．分科会 《グループディスカッション》 

■学年・学級 

■広報 

■人権学習 

■校外・生活 

 

６．まとめ 

 

７．閉会のことば 



令和元年度 博多区ＰＴＡ新聞づくり講習会 実施要項 

『楽しくつくろう！ ＰＴＡ新聞』 
 

1  趣旨･内容 

ＰＴＡの広報活動に取り組む方を対象に、ＰＴＡ広報紙の基本的役割や広報紙のつくり

方を学び、ＰＴＡ活動の推進に役立てます。 

 

２ 主催  博多区役所生涯学習推進課 

 

３ 日時  平成３１（令和元）年５月１６日(木) １０：００～１２：００ 

 

４ 会場  博多市民センター ５階 視聴覚室 

博多区山王１丁目１３－１０ 

 

５ 講師  コピーライター 茂島信一 氏 

 

６ 内容 

（１）「私たちにしかつくれない新聞がある！」 

   城南小・中学校ＰＴＡ新聞づくりの体験をもとに，広報委員会活動を楽しく展開する 

ためのヒントを伝授します。 

 

（２）ＰＴＡ新聞クリニック 

   平成３０年度に発行された博多区各ＰＴＡの新聞を素材として，魅力ある新聞作りの 

ポイントを具体的にアドバイスします。 

 

６ 受講料  無料 

 

７ 対象  博多区内の小･中･特別支援学校ＰＴＡ広報委員会委員 

 

８ 募集人員  ７０名(各ＰＴＡ２～３名程度) 

 

９ 申込方法･申込先 

別紙｢参加申込書｣で、平成３１年５月１０日(金)までに、ＦＡＸ，Ｅメール，学校連絡

便でお申し込み下さい。 

 

 

〒812-8512  福岡市博多区博多駅前２丁目９－３ 

博多区生涯学習推進課 担当:平木 

TEL419-1025 FAX419-1029 

Ｅ-mail hiraki.s01@city.fukuoka.lg.jp 



令和元年１０月１６日 

地 域 支 援 課 

生涯学習推進課 

 

 

令和元年度博多区公民館職員研修の実施について 

 

公民館職員研修については，区内の公民館館長及び主事を対象に，社会教育や公民館

運営の専門的知見を有する人材を養成することを目的として，毎年度実施しています。 

令和元年度においても，９月に社会教育，１０月に管理運営，１１月に人権教育，１

月に男女共同参画をテーマとした研修を下記の日程で実施いたします。 

 

記 

 

実施計画（令和元年８月９日（金）現在） 

 

１ 社会教育に関する研修 

 〇実施日：令和元年 ９月１３日（金）１４：４０～１６：３０（公民館連絡会終了後） 

 〇テーマ：福岡市公民館の成り立ちとその役割を考える 

 〇講 師：福岡・社会教育研究会代表  横山 孝雄 氏 

 

２ 管理運営に関する研修 

 〇実施日：令和元年１０月１７日（木）１４：４０～１６：３０（公民館連絡会終了後） 

 〇テーマ：別途案内済 

 〇講 師：別途案内済 

 

３ 人権教育に関する研修 

 〇実施日：令和元年１１月１５日（金）１４：４０～１６：３０（公民館連絡会終了後） 

〇テーマ：地域における人権を守るフロントランナーへ期待するもの 

～このまちに暮らす人の笑顔のために～（仮題） 

〇講 師：ジャーナリスト・公益財団法人人権教育啓発推進センター上級特別研究員 

                        馬場 周一郎 氏 

 

４ 男女共同参画に関する研修 

〇実施日：令和２年 １月１５日（水）１４：４０～１６：３０（公民館連絡会終了後） 

〇テーマ：変わってしまった女と変わりたくない男 

〇講 師：月刊生涯学習通信「風の便り」編集長  三浦 清一郎 氏 
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