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　コミュニティ通信は、地域の様々な取組みを紹介し、皆様に“コミュニティや地域活動にもっと興味を
持っていただきたい”“身近に感じていただきたい”そんな思いを反映し、発行しています。
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次号（7月１日号）は、「安全・安心」をテーマにお届けいたします！！

町内ごとに七夕飾り～地域でこどもの成長を願う～町内ごとに七夕飾り～地域でこどもの成長を願う～

今号のテーマは“ 子ども”です今号のテーマは“ 子ども”です
～地域の未来を担う子どもたちを地域で育む様々な活動を紹介します～～地域の未来を担う子どもたちを地域で育む様々な活動を紹介します～

●福岡市コミュニティ通信は福岡市のホームページに掲載しています。

●J：COMでは福岡の地域情報を発信しています。

検索福岡市コミュニティ通信

検索ふくおかまい　COM

お問い合わせ・
地域の情報などは
各区役所まで

東　区役所　地域支援課　☎092-645-1041　FAX：092-645-1042
博多区役所　地域支援課　☎092-419-1048　FAX：092-434-0053
中央区役所　地域支援課　☎092-718-1062　FAX：092-714-2141
南　区役所　地域支援課　☎092-559-5072　FAX：092-562-3824
城南区役所　地域支援課　☎092-833-4063　FAX：092-822-2142
早良区役所　地域支援課　☎092-833-4416　FAX：092-851-2680
西　区役所　地域支援課　☎092-895-7036　FAX：092-882-2137

早良区

詳しくは、
中面へ！！

予選！ 何問正解できるかな？
予選！ 何問正解できるかな？

早良区初！中学生クイズ大会早良区初！中学生クイズ大会

決勝！決勝！

東区

志賀島
校区

　県指定無形民族文化財にも登録されている『歩射祭』は、志賀島の伝統行事として、自治会連
合会も全面的に協力しています。特に『歩射祭』の主役である「射手士（いてし）」は校区より推薦さ
れた青年が務め、子ども育成会から選ばれた子どもが矢を渡す「矢取り」という役割を担って、由

緒ある祭りをいつも楽しみに演じています。
　子どもたちは、寒い冬の中に禊（みそぎ）・弓の練習を繰り返す青年の「射手
士」の姿にあこがれ、将来は自らが「射手士」を目指し、ほとんどが射手士を務
めます。ここ数年少子高齢化に伴い、地域行事を継承していく若者が減少して
おり、校区外に転出している校区出身者などの校区外からの参加や、小・中学
校との連携など、担い手づくりの多様化を考えていかなければならない現状が
あります。
　『歩射祭』に参加する子どもたちは、伝統文化を体験し、古い慣習に触れるこ

とにより「郷土愛」や「絆」を育み、大人への「自覚」を持つようになります。
　自治会連合会として、今後も島内に住んでいる数少ない子どもたちを見守り、伝統文化を核とし
て守り伝え、さらに伝統文化のよさを次世代に繋げていきたいと考えています。

絆を育む～『歩射祭（ほしゃさい）』絆を育む～『歩射祭（ほしゃさい）』

弓取り弓取り

射手士射手士

南区

玉 川
校区

　玉川校区は、都心に近く交通の便が良い一方、マンションなどの共同住宅が多く、
転勤などで転出入する世帯も多い地域です。そのため、住民同士の継続的な交流が
難しい面もあります。
　このような中、地域と子どもたちとの関わりを深め、地域で子どもたちを見守る
きっかけづくりにしようと、玉川校区自治協議会では、平成17年度から、町内会ごとに
七夕の笹を用意し、地域住民と小学生が一緒になって小学校で七夕祭りを行ってい
ます。
　小学校と共同で開催することで、子ども会に参加していない児童も参加できるし、
町内ごとに飾るので、小学校低学年の児童の飾り付けを高学年の児童が手伝うなど、
子どもたち同士の交流にも役立っています。また、取り組みにはいろいろな人が関わり
1か月くらい校区をあげて準備するので、住民同士の結びつきも強まります。
　笹につるす飾り物は、空き箱を加工するなど、各町内会でお金をかけずに工夫して
作っており、毎年、他の町内会に負けないようにと、各町内会が競いあっています。 お願いが叶うかな？お願いが叶うかな？

各町内会で競います各町内会で競います

お汐井お汐井



『学校に泊まろう』『学校に泊まろう』～知力・体力・運力～
中学生クイズ大会が開催されました
～知力・体力・運力～
中学生クイズ大会が開催されました

子どもの自主性を育みます
子どもリーダーの活動
子どもの自主性を育みます
子どもリーダーの活動

早良区

　早良区で初となる「早良区中学生クイズ大会」が8月31日、室見小学校体育館で開
催されました。百道、百道浜、高取、室見、西新、原、飯倉の青少年育成連合会の代表
者らが実行委員会を組織し、イベントを通じて、他校区の生徒との交流や、地域活動
への関心を持ってもらおうと企画したものです。
　1年生から3年生までの3人1組のチーム編成で、全30チームが参加しました。
　問題は地域の皆さんや出場チ－ムから募り、一般常識や計算、地域にちなんだもの
など、バラエティに富んだ出題の数々でした。予選の○×クイズを勝ち抜いた上位8
チームと敗者復活戦で勝ち上がった1チームの計9チームが準決勝に進出。縄跳びや
平均台をクリアしたチームがくじ引きで問題の回答権を得る準決勝は、知力に加え、
体力と運力が勝敗の分かれ目となりました。決勝は3チームによる早押しクイズで、接
戦の末、高取中のチーム「メガネ」が優勝しました。昼食では、実行委員の皆さんが育
ち盛りの子どもたちのためにつくった愛情たっぷりのカレーライスやかき氷が振る舞
われました。
　成功裡に終わった第一回目の大会を振り返り、実行委員の口々から「来年度もぜひ
開催したい」、「来年度は実行委員会への参加校区数を増やし、早良区全体で会を盛り
上げていきたい」と熱い決意が語られました。

　別府校区の子ども会育成会は、子どもの健全育成を目的に、毎年1回、『学校に泊ま
ろう』を開催しています。
　お泊り会の内容は、校区の子どもリーダーが企画しており、買い出しから調理まで
行う「料理コンテスト」や夜の校舎を月明かりだけを頼りに巡る「学校探検」等、毎年
様々なイベントを実施しています。昨年度は、男女共同参画協議会とのコラボ企画で、

「避難所づくり体験」（右写真）を実施しました。この企画では、小中学生に性別や世代
を超えて力を合わせる体験を通して、チームワークの大切さや達成感を感じてもらい
ました。
　今後も、子どもたちの自主性や責任感を伸ばすためにも、取り組みを進めていきます。

城南区

別 府
校区

早良区初！早良区初！

中学生コッチボール大会中学生コッチボール大会

下山門安全安心少年隊（ジュニアパトロール隊）下山門安全安心少年隊（ジュニアパトロール隊）

　子どもたちにとって、いろいろな体験活動は生きる力をつけるために必要です。指導者もす
ぐに手や口を出さず、忍耐する事も大切だと思います。当仁校区では常にこのことを念頭にお
いて、子ども会活動を通じて次代を担う子どもたちを育成し、その将来を楽しみにしています。
　当仁校区子ども会では、小学5・6年生の子どもリーダーが中心となって、イベントの企画・運
営を行っています。
　中央区子ども文化祭には、子どもリーダーが企画し、配役決めや大道具作りをして、何回も
練習を重ねた演劇で参加しました。夏の子ども会育成会キャンプでは、班毎に夕飯のメニュー
を決め、特売の店を利用する等の知恵を絞って予算に応じた買い物もします。校区内の商店街
での買い物は、地域との繋がりを広げています。子どもたちだけで作った夕飯は、野外調理と
は思えない程の豪華なものもあり、楽しい食事の時間を過ごしました。
　他にも、スポーツ大会のプラカード作成や子どもの日の行事の道具の準備等も行い、子ども
会の活動を支えています。

中央区

当 仁
校区

西区

下山門
校区

　“コッチボール大会”とは？ドッジビーとソフトバレーのボールを使って行う、ドッジボール大会です。どっちのボールでやる
かは本人次第。「ドッジがいい？」「ん～コッチがいい！」ということで名付けられたのが“コッチボール”です。
　那珂南校区青少年育成連合会が、楽しく気軽に参加できる地域行事を目指して、中学生の意見を取り入れながらみんなで
一生懸命考えた、世界でひとつ、那珂南校区だけの競技です。
　これまで3回開催しましたが、中学生ジュニアリーダーたちが自ら声掛けをして参
加者を募り、大会を盛り上げようとする自主性がみられるようになり、地域に目を向
ける中学生も増えてきました。
　今後は、大会運営のすべてを中学生が行えることを目標にしたいと考えています。
　また、中学生が笑顔で活動している様子を観ているだけでも楽しいという声もあ
り、保護者以外の地域の方々にも足を運んでもらえるような大会を目指します。

博多区

那珂南
校区

みんなで昼食みんなで昼食

発足式発足式

落書き消し落書き消し

準決勝！準決勝！

　「下山門安全安心少年隊」は、下山門小学校と下山門中学校の児童生徒を対象に、地域や学校における活動を通じて防犯
に関する知識を学び体験することにより、モラル・マナーや防犯意識の向上と安全安心のまちづくりを目的として平成26年
7月に発足しました。現在、中学生7名、小学生37名、計44名で活動しています。
　この活動は、子どもたち自身が防犯パトロールや通学路の危険箇所の点検などを行う、全国的にも類を見ない非常にめず
らしい取り組みです。活動の主体となるのは子どもたちですが、学校、保護者、地域の方々も少年隊に協力して、地域をあげて
取り組んでいます。

《下山門安全安心少年隊の3つの約束》
1.私たちは、ルールを守り、モラル・マナーの向上につとめます。
2.私たちは、隊の活動を通じて、犯罪のない安全・安心なまちづくりに協力します。
3.私たちは、お互いに協力して、健康な体と心を育てます。

【平成26年度の主な活動内容】
  7月　下山門安全安心少年隊　発足式（隊員証の交付、パレード等）
  8月　県警察本部見学と交通安全教室
  8月　夏休み防犯パトロール
  9月　校区危険箇所・落書き箇所点検
11月　落書き消し
11月   防犯・交通安全キャンペーンもちつき大会
12月　歳末パトロール
  1月　県警年頭視閲見学
  3月　卒隊式
※その他防犯フォーラムへの参加など 危険箇所調査中危険箇所調査中

世界で唯一！
ここだけの競技

世界で唯一！
ここだけの競技

・・・ ・・・
・・・

ダメよ～ダメダメダメよ～ダメダメ

楽しい食事の時間楽しい食事の時間

どっちのボールにする？どっちのボールにする？

市長も 
参加しました！



『学校に泊まろう』『学校に泊まろう』～知力・体力・運力～
中学生クイズ大会が開催されました
～知力・体力・運力～
中学生クイズ大会が開催されました

子どもの自主性を育みます
子どもリーダーの活動
子どもの自主性を育みます
子どもリーダーの活動

早良区

　早良区で初となる「早良区中学生クイズ大会」が8月31日、室見小学校体育館で開
催されました。百道、百道浜、高取、室見、西新、原、飯倉の青少年育成連合会の代表
者らが実行委員会を組織し、イベントを通じて、他校区の生徒との交流や、地域活動
への関心を持ってもらおうと企画したものです。
　1年生から3年生までの3人1組のチーム編成で、全30チームが参加しました。
　問題は地域の皆さんや出場チ－ムから募り、一般常識や計算、地域にちなんだもの
など、バラエティに富んだ出題の数々でした。予選の○×クイズを勝ち抜いた上位8
チームと敗者復活戦で勝ち上がった1チームの計9チームが準決勝に進出。縄跳びや
平均台をクリアしたチームがくじ引きで問題の回答権を得る準決勝は、知力に加え、
体力と運力が勝敗の分かれ目となりました。決勝は3チームによる早押しクイズで、接
戦の末、高取中のチーム「メガネ」が優勝しました。昼食では、実行委員の皆さんが育
ち盛りの子どもたちのためにつくった愛情たっぷりのカレーライスやかき氷が振る舞
われました。
　成功裡に終わった第一回目の大会を振り返り、実行委員の口々から「来年度もぜひ
開催したい」、「来年度は実行委員会への参加校区数を増やし、早良区全体で会を盛り
上げていきたい」と熱い決意が語られました。

　別府校区の子ども会育成会は、子どもの健全育成を目的に、毎年1回、『学校に泊ま
ろう』を開催しています。
　お泊り会の内容は、校区の子どもリーダーが企画しており、買い出しから調理まで
行う「料理コンテスト」や夜の校舎を月明かりだけを頼りに巡る「学校探検」等、毎年
様々なイベントを実施しています。昨年度は、男女共同参画協議会とのコラボ企画で、

「避難所づくり体験」（右写真）を実施しました。この企画では、小中学生に性別や世代
を超えて力を合わせる体験を通して、チームワークの大切さや達成感を感じてもらい
ました。
　今後も、子どもたちの自主性や責任感を伸ばすためにも、取り組みを進めていきます。

城南区

別 府
校区

早良区初！早良区初！

中学生コッチボール大会中学生コッチボール大会

下山門安全安心少年隊（ジュニアパトロール隊）下山門安全安心少年隊（ジュニアパトロール隊）

　子どもたちにとって、いろいろな体験活動は生きる力をつけるために必要です。指導者もす
ぐに手や口を出さず、忍耐する事も大切だと思います。当仁校区では常にこのことを念頭にお
いて、子ども会活動を通じて次代を担う子どもたちを育成し、その将来を楽しみにしています。
　当仁校区子ども会では、小学5・6年生の子どもリーダーが中心となって、イベントの企画・運
営を行っています。
　中央区子ども文化祭には、子どもリーダーが企画し、配役決めや大道具作りをして、何回も
練習を重ねた演劇で参加しました。夏の子ども会育成会キャンプでは、班毎に夕飯のメニュー
を決め、特売の店を利用する等の知恵を絞って予算に応じた買い物もします。校区内の商店街
での買い物は、地域との繋がりを広げています。子どもたちだけで作った夕飯は、野外調理と
は思えない程の豪華なものもあり、楽しい食事の時間を過ごしました。
　他にも、スポーツ大会のプラカード作成や子どもの日の行事の道具の準備等も行い、子ども
会の活動を支えています。

中央区

当 仁
校区

西区

下山門
校区

　“コッチボール大会”とは？ドッジビーとソフトバレーのボールを使って行う、ドッジボール大会です。どっちのボールでやる
かは本人次第。「ドッジがいい？」「ん～コッチがいい！」ということで名付けられたのが“コッチボール”です。
　那珂南校区青少年育成連合会が、楽しく気軽に参加できる地域行事を目指して、中学生の意見を取り入れながらみんなで
一生懸命考えた、世界でひとつ、那珂南校区だけの競技です。
　これまで3回開催しましたが、中学生ジュニアリーダーたちが自ら声掛けをして参
加者を募り、大会を盛り上げようとする自主性がみられるようになり、地域に目を向
ける中学生も増えてきました。
　今後は、大会運営のすべてを中学生が行えることを目標にしたいと考えています。
　また、中学生が笑顔で活動している様子を観ているだけでも楽しいという声もあ
り、保護者以外の地域の方々にも足を運んでもらえるような大会を目指します。

博多区

那珂南
校区

みんなで昼食みんなで昼食

発足式発足式

落書き消し落書き消し

準決勝！準決勝！

　「下山門安全安心少年隊」は、下山門小学校と下山門中学校の児童生徒を対象に、地域や学校における活動を通じて防犯
に関する知識を学び体験することにより、モラル・マナーや防犯意識の向上と安全安心のまちづくりを目的として平成26年
7月に発足しました。現在、中学生7名、小学生37名、計44名で活動しています。
　この活動は、子どもたち自身が防犯パトロールや通学路の危険箇所の点検などを行う、全国的にも類を見ない非常にめず
らしい取り組みです。活動の主体となるのは子どもたちですが、学校、保護者、地域の方々も少年隊に協力して、地域をあげて
取り組んでいます。

《下山門安全安心少年隊の3つの約束》
1.私たちは、ルールを守り、モラル・マナーの向上につとめます。
2.私たちは、隊の活動を通じて、犯罪のない安全・安心なまちづくりに協力します。
3.私たちは、お互いに協力して、健康な体と心を育てます。

【平成26年度の主な活動内容】
  7月　下山門安全安心少年隊　発足式（隊員証の交付、パレード等）
  8月　県警察本部見学と交通安全教室
  8月　夏休み防犯パトロール
  9月　校区危険箇所・落書き箇所点検
11月　落書き消し
11月   防犯・交通安全キャンペーンもちつき大会
12月　歳末パトロール
  1月　県警年頭視閲見学
  3月　卒隊式
※その他防犯フォーラムへの参加など 危険箇所調査中危険箇所調査中

世界で唯一！
ここだけの競技

世界で唯一！
ここだけの競技

・・・ ・・・
・・・

ダメよ～ダメダメダメよ～ダメダメ

楽しい食事の時間楽しい食事の時間

どっちのボールにする？どっちのボールにする？

市長も 
参加しました！



福 岡 市

第23号第23号コミュニティ通信コミュニティ通信
平成27年4月1日発行

　コミュニティ通信は、地域の様々な取組みを紹介し、皆様に“コミュニティや地域活動にもっと興味を
持っていただきたい”“身近に感じていただきたい”そんな思いを反映し、発行しています。

今号の地域の情報
早良区／西区：下山門校区／城南区：別府校区／中央区：当仁校区／博多区：那珂南校区／東区：志賀島校区／南区：玉川校区
■発行　福岡市市民局コミュニティ推進課　〒810-8620　福岡市中央区天神1丁目8番1号　TEL：733-5161　　FAX：733-5595　■協力　福岡市自治協議会等7区会長会 

私 た ち の ま ち の 話 題 を 紹 介 し ま す私 た ち の ま ち の 話 題 を 紹 介 し ま す

次号（7月１日号）は、「安全・安心」をテーマにお届けいたします！！

町内ごとに七夕飾り～地域でこどもの成長を願う～町内ごとに七夕飾り～地域でこどもの成長を願う～

今号のテーマは“ 子ども”です今号のテーマは“ 子ども”です
～地域の未来を担う子どもたちを地域で育む様々な活動を紹介します～～地域の未来を担う子どもたちを地域で育む様々な活動を紹介します～

●福岡市コミュニティ通信は福岡市のホームページに掲載しています。

●J：COMでは福岡の地域情報を発信しています。

検索福岡市コミュニティ通信

検索ふくおかまい　COM

お問い合わせ・
地域の情報などは
各区役所まで

東　区役所　地域支援課　☎092-645-1041　FAX：092-645-1042
博多区役所　地域支援課　☎092-419-1048　FAX：092-434-0053
中央区役所　地域支援課　☎092-718-1062　FAX：092-714-2141
南　区役所　地域支援課　☎092-559-5072　FAX：092-562-3824
城南区役所　地域支援課　☎092-833-4063　FAX：092-822-2142
早良区役所　地域支援課　☎092-833-4416　FAX：092-851-2680
西　区役所　地域支援課　☎092-895-7036　FAX：092-882-2137

早良区

詳しくは、
中面へ！！

予選！ 何問正解できるかな？
予選！ 何問正解できるかな？

早良区初！中学生クイズ大会早良区初！中学生クイズ大会

決勝！決勝！

東区

志賀島
校区

　県指定無形民族文化財にも登録されている『歩射祭』は、志賀島の伝統行事として、自治会連
合会も全面的に協力しています。特に『歩射祭』の主役である「射手士（いてし）」は校区より推薦さ
れた青年が務め、子ども育成会から選ばれた子どもが矢を渡す「矢取り」という役割を担って、由

緒ある祭りをいつも楽しみに演じています。
　子どもたちは、寒い冬の中に禊（みそぎ）・弓の練習を繰り返す青年の「射手
士」の姿にあこがれ、将来は自らが「射手士」を目指し、ほとんどが射手士を務
めます。ここ数年少子高齢化に伴い、地域行事を継承していく若者が減少して
おり、校区外に転出している校区出身者などの校区外からの参加や、小・中学
校との連携など、担い手づくりの多様化を考えていかなければならない現状が
あります。
　『歩射祭』に参加する子どもたちは、伝統文化を体験し、古い慣習に触れるこ

とにより「郷土愛」や「絆」を育み、大人への「自覚」を持つようになります。
　自治会連合会として、今後も島内に住んでいる数少ない子どもたちを見守り、伝統文化を核とし
て守り伝え、さらに伝統文化のよさを次世代に繋げていきたいと考えています。

絆を育む～『歩射祭（ほしゃさい）』絆を育む～『歩射祭（ほしゃさい）』

弓取り弓取り

射手士射手士

南区

玉 川
校区

　玉川校区は、都心に近く交通の便が良い一方、マンションなどの共同住宅が多く、
転勤などで転出入する世帯も多い地域です。そのため、住民同士の継続的な交流が
難しい面もあります。
　このような中、地域と子どもたちとの関わりを深め、地域で子どもたちを見守る
きっかけづくりにしようと、玉川校区自治協議会では、平成17年度から、町内会ごとに
七夕の笹を用意し、地域住民と小学生が一緒になって小学校で七夕祭りを行ってい
ます。
　小学校と共同で開催することで、子ども会に参加していない児童も参加できるし、
町内ごとに飾るので、小学校低学年の児童の飾り付けを高学年の児童が手伝うなど、
子どもたち同士の交流にも役立っています。また、取り組みにはいろいろな人が関わり
1か月くらい校区をあげて準備するので、住民同士の結びつきも強まります。
　笹につるす飾り物は、空き箱を加工するなど、各町内会でお金をかけずに工夫して
作っており、毎年、他の町内会に負けないようにと、各町内会が競いあっています。 お願いが叶うかな？お願いが叶うかな？

各町内会で競います各町内会で競います

お汐井お汐井


