
コミュニティ通信は、地域の様々な取り組みを紹介し、市民の皆さまに“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て発行しています。

南区・野多目校区：しめ縄つくり

博多区・吉塚校区：子ども夏祭り

城南区・七隈校区：どんど焼き

今に伝わる伝統行事や今後に継承していきたい校区の行事などを紹介します。

平成24年10月1日発行

今号の地域の情報 南区:西高宮校区／城南区:長尾校区／早良区：脇山校区／西区：今宿・玄洋校区／その他

今号は、地域の がテーマです。“継承”今号は、地域の がテーマです。“継承”
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私たちのまちの話題を紹介します
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西高宮校区
南 区

長尾校区
城南区

　公民館に隣接する「平尾新池」
は、以前は汚れていましたが、近隣
住民の清掃活動のおかげですっか
りきれいになりました。池の周りには
遊歩道もあり、今では校区住民の
憩いの場となっています。
　このきれいになった池を利用した
住民コミュニティづくりのイベントとし
て平成２１年から始まった「あかりの
ともる新池まつり」は今年で４回目と
なり、定着してきました。
　まつりでは、小学生や公民館
サークル、各種団体が中心となっ
て、牛乳パックや竹を利用して作っ
た約4,000個の灯明を池の周りや
筏で池に浮かべます。だんだん暗く

　校区内の子どもなら誰でも
参加できる活動はないか？そん
な思いから、中学生になっても
続けていける活動ということで
“よさこい隊”を結成しました。
　練習は公民館で月2回、福大
生を中心としたグループ“七神
（なくま）”さんに依頼し指導しても
らっています。
　子どもたちの中では中学生
が中心となって、自分たちの意
見を出し合いながら自主的な

灯明は牛乳パックをリサ
イクルしたり間伐竹で作
るので、費用をかけずに

環境にもやさしいです。
子どもたちに作ってもらうことで地
域行事に参加する機会になって
います。
このイベントをすることで日頃から
池を汚さない、きれいにする意識
付けにもなっていると思います。

高齢者介護施設を
訪問するため、６年
生は認知症講座を

受けてから参加しています。また、
施設やいろんなイベントに声をか
けてもらうようになり、子どもたちは
いろんな人と出会う機会が増えて
良い経験になっています。
できるだけ、大人は口出ししないよ
うにして、子どもたち自身で考え行
動するようにしており、高学年が低
学年を指導する雰囲気ができて
います。
経費軽減のため、衣装は地域の
方に古着を提供してもらい、製作
のお手伝いをしてもらっています。
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他の校区でも

様々な伝統行事が

行われています。

他の校区でも

様々な伝統行事が

行われています。

あかりのともる新池まつり

よさこい隊（ふれあい城南フェスティバルにて）
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なってくると、みごとな幽玄の世界へ
と誘ってくれます。そして、その明かり
をバックにピアノやヴァイオリンなどの
コンサートが行われます。
　毎年、子どもから高齢者まで地域
みんなの協力で作られるとても素晴
らしい夜景を校区の方々が誘い
合って見に来る姿が見受けられ、世
代を超えた人々が十分に楽しめる
一夜となっています。
　校区でも、今後に継承していきた
い事業のひとつとなりました。

活動が進み、指導者がいない時で
も中学生が小学生を指導するな
ど、縦の関係が築かれています。
　高齢者介護施設や各イベントに
参加するときの交通手段などの苦
慮はありますが、１人でも多くの子ど
もが参加できるよう工夫していきた
いと思います。

曰佐校区の
こども相撲
力が入ります！
頑張れ！

那珂南校区の
子ども太鼓

みんな良い表情をしています！

いかだ



脇山校区
早良区

今宿・玄洋校区
西 区

　今宿消防分団「今宿纏太鼓」メン
バーの子どもたちが、親の練習につ
いて太鼓をたたきはじめたのがきっ
かけとなり、平成７年に「今宿・玄洋
子ども太鼓」が結成されました。
　福祉施設や地元の祭りへの出演
をはじめ、西区内や福岡市のイベン
トにも多数出演しています。アジア太
平洋子ども会議の出演では外国の
子どもたちからも喜ばれ、今では古く
なった太鼓衣装をオーストラリア（メ
ルボルン）の小学生太鼓チームへ寄
贈するなどの活動も行っています。
　メンバーは今宿・玄洋小学校の生

地域・学校・農
協青年部など
の各種団体が
協力し、茶摘
み、田植え・稲刈り、餅つ
きなどを実施しています。
皆さんの力が一つになる
ことがカギです。

小学校高学年の
生徒にリーダー
シップを発揮させ、
メンバーの心と気持ちを合わ
せることに心がけています。
太鼓の活動に限らず、消防団
の今宿纏太鼓とともに、自主
防災組織による防火・防災の
広報活動などに親子で参加
するなど、小学校間の交流に
も繋がっています。

♥次号（4月1日号）は、「子ども」をテーマにお届けいたします！

お田植え舞と田植え 稲刈り

コ
コ

がツ
ボ

コ
コ

がツ
ボ

徒と中学生１名を含む１１名で
活動しています。小学校卒業と
同時に退会していく生徒が多
く、年度初めはメンバーが少な
くなり演奏に苦慮しています。最
近までは、練習場所がなく公園
など屋外の練習となり、天候に
左右されることもありましたが、
今宿小学校のコミュニティルー
ムを活用し練習場所の確保が
できました。
　今後も、多くの方に喜んでい
ただき、思い出づくりが出来る
ことと、中学生や高校生まで活
動を継続して、卒業生から次の
担い手が出てくることを地域と
しても希望しています。

　脇山校区には、主基斎田（すき
さいでん）の跡が脇山中央公園と
して整備されています。ここは、昭和
３年の昭和天皇即位の大礼ととも
に行われる大嘗祭に用いられた奉
納米が栽培された耕
作地です。主基斎田
の田植え祭りを今に
伝えようと、地元自治
協が中心となって「お
田植え舞保存会」が
結成され、脇山小学
校では、学校行事と

して３年生になると男女を問わず、舞
いを学びます。お田植え舞は、どんた
くをはじめ、脇山小学校の田植え、
運動会、校区サマーフェスタや敬老
会でもお披露目。また、脇山は日本の
お茶のふるさとでもあり、八十八夜に
は茶を摘み、釜で煎り、手もみをして
お茶をいただきます。

高木校区の
どんど焼き

勇壮な光景です！
香椎校区の
香椎灯明まつり
幻想的です！

今宿・玄洋子ども太鼓

まとい

まとい



　福岡市自治協議会等７区会長会と市は、平成24年11月6
日、ももちパレスで「みんなでつくろう　よりよいまちづく
り」をテーマに「第1回自治協議会サミット」を開催しました。

　これまで、有識者による提言と地域活動実践者を交えた
意見交換からなる「住民自治フォーラム」を開催してきまし
たが、今年度、より多くの取組事例から参加者が自らの校区
の課題解決のヒントを得ることができるよう内容を見直し、
名称も「自治協議会サミット」に変更しました。　　

　はじめに、各区における自治協議会等会長会の代表を２
年以上経験し退任された方と、校区における自治協議会等
の会長を２年以上経験し退任された方全６０名の方々に、市
長から感謝状が贈呈され、住民自治の確立と発展にご尽力
いただいたことに感謝の意が表されました。
　事例発表では、安全安心のまちづくり、自治の組織づくり、
高齢者の見守りなど、地域の実情に応じた具体的取り組み
の事例が、各区１例ずつ報告されました。

　続いて、コメンテーターとして市長と自治協議会等７区会
長会代表３名、博多区長が加わり、地域活動アドバイザー・
十時裕さんの進行で活動事例発表者との意見交換が行わ
れました。意見交換では、様々なアイデアとともに、
・活動を楽しむこと
・引っ張っていくリーダーの存在
・日頃の活動を通した地域の一体感が、災害等いざとい
う時の対応のベース
・自ら動こうとする地域を行政はどう後押しできるか

など、いくつものポイントが示されました。

　当日は約700名の参加があり、参加者からは、「町内会の
意識改革が必要と痛感した。楽しんでやっていきたい。」「一
つの実践がうまくいけば、それが基となり校区がまとまる
と感じた。」「非常に参考になった。校区に持ち帰って実践し
たい。」といった感想が寄せられました。

コミュニティ
　の

いい
ろろ
はは

初の「自治協議会サミット」を
開催しました

もっと知りたい！
地域のこと！！

●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が福岡の地域情報を発信しています。

TEL 092-645-1041　FAX 092-645-1042
TEL 092-419-1048　FAX 092-452-6735
TEL 092-718-1062　FAX 092-714-2141
TEL 092-559-5072　FAX 092-562-3824
TEL 092-833-4063　FAX 092-822-2142
TEL 092-833-4416　FAX 092-851-2680
TEL 092-895-7036　FAX 092-882-2137

東　区役所
博多区役所
中央区役所
南　区役所
城南区役所
早良区役所
西　区役所

お問い合わせ・
地域の情報などは
各区役所まで

自治貢献者感謝状贈呈式

活動事例発表

意見交換会

福岡市コミュニティ通信

ふくおかまいCOM
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