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福岡市立中央市民センター運営審議会運営要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、福岡市立市民センター条例施行規則第３０条第２項の規定に

基づき、福岡市立中央市民センター運営審議会（以下「審議会」という。）の運営

に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （組織） 

第２条 審議会の委員の定数は、１５人以内とする。 

 

（委員の任期） 

第３条 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 審議会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。 

３ 委員長は、審議会を総理し、審議会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第５条 審議会の会議は、館長が必要と認めるときに招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となり、議事を司る。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この要綱の施行の際、現に審議会の委員である者は、この要綱の施行の日に

第３条の規定による審議会の委員になったものとみなし、その任期は同条の規定に

よる残任期間と同一の期間とする。 
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○福岡市立中央市民センター運営審議会傍聴要領 
 
（傍聴の手続） 

第１条  運営審議会の会議を傍聴しようとする者は、会議の開催の１５分前までに整

理番号票（別紙様式）の交付受け、係員の指示に従って、傍聴席に着かなければな

らない。 
 
（定員） 

第２条  傍聴を希望する者が定員（１０名）を超える場合には、抽選により決定する。 
 
（入場の制限） 

第３条  次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。 

（１）酒気を帯びていると認められる者 

（２）会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者 

（３）前２号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認めら

れる者 

 
（傍聴人の守るべき事項） 

第４条  傍聴人は、次の事項を守らなければならない。 

（１）みだりに傍聴席を離れないこと。 

（２）私語、談話、拍手等をしないこと。 

（３）議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。 

（４）携帯電話、パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。 
 
（撮影等の禁止） 

第５条  傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音をしてはならない。た

だし、特に議長の許可を得た者は、この限りではない。 
 
（退場） 

第６条  傍聴人は、公開できない議事の場合、又は議長から退場を命じられたときは、

速やかに退場しなければならない。 

 
（その他の指示） 

第７条  この要領に定めるもののほか、傍聴人は議長の指示に従わなければならない。 
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報告事項① 令和４年度 中央市民センター運営方針について 

 

令和４年度 中央市民センター運営方針 

 

福岡市では、市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、国籍や年齢、性の違いや障がいの有無などにか

かわらず、多様性を認め合うとともに、多くの市民が身近な地域の課題やまちづくりに主体的に関わ

り、知識や経験を生かして、社会の担い手、支え手として意欲的に社会参加し、活動することをまちづ

くりの目標に掲げています。 

そうした中、すべての人々に等しく社会参加の道が開かれるためには、市民一人ひとりが豊かな人権

感覚を持ち、お互いの個性や違いを理解し合い支え合うことが必要です。 

また、少子・高齢化、情報化などの社会構造の変化や、ＳＤＧｓ、ダイバーシティなど価値観の多様

化が進む中、それらに柔軟に対応していくためには、より多くの市民の参加による多様な活動を促進し

ていくことが大切であり、そのためには様々な分野の学習を通じて、人材の育成や人材の発掘を図るこ

とが必要です。 

これらを踏まえ、中央市民センターでは、市民一人ひとりが豊かで充実した人生を送るうえで、生涯

にわたる「学び」が重要であることをしっかりと認識し、利用者の立場に立った人権教育・啓発に関す

る事業及び地域課題の解決や社会参加、人材育成、生涯学習を支援する事業を実施するとともに、市民

から親しまれる施設運営に努めてまいります。 

 

１ 人権教育・啓発の推進 

「福岡市人権教育・啓発基本計画」等に基づき、あらゆる人権問題の解決を目指し、様々な人権

について学ぶ講座や研修を実施するとともに、公民館、ＰＴＡ、校区・地区人権尊重推進協議会等

の地域で行われる人権教育活動の支援を行うなど、区における人権教育・啓発の推進を図ります。 

 

２ 生涯学習の充実・推進 

中央区における生涯学習の拠点施設として、学びを求めて人が集い、学びの成果が地域に広がり

活かされることにつながるよう、市民が生涯にわたって行う自主的な学習活動やグループ活動を支

援するとともに、現代的課題や地域課題の解決に役立つ学習機会の提供に努めます。 

また、ボランティア団体等との共働により、人材育成や学習した成果を地域に還元することを通

じて、市民一人ひとりの生きがいある豊かで充実した人生の実現と、支えあいのまちづくりを目指

します。 

 

３ 施設の管理運営の充実 

中央市民センターの管理運営については、指定管理者制度を導入しており、適正な進行管理や評

価を行うとともに、市と指定管理者が連携して、サービスの向上に努め、市民が気軽に利用できる

安心と安全に配慮した施設運営を行います。 

また、感染症拡大防止等の安全対策を十分に講じ、利用者が快適に学べる環境づくりを進めてま

いります。 
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報告事項② 令和３年度 中央市民センター主催事業 実施状況 
 
（参考）施設利用に係る新型コロナウィルス感染症拡大防止対策について 

○ 中央市民センター利用制限の経緯（令和３年度以降／令和４年7月6日時点）  

特措法に基づく県からの要請（4/19～） 

令和３年 
５月６日～ 

利用時間を20時までに短縮。３月１日からの収容制限(大声での歓声等がない場合
は収容率100％・ある場合は50％以内)は継続。 

緊急事態宣言（5/12～5/31 ※6/20まで延長） 

５月12日～ 休館（有料イベントを除く／窓口業務及び利用者からの問合せ対応は継続）。 

まん延防止等重点措置（6/21～7/11） 

６月21日～ 再開。利用時間は20時まで。収容制限（大声等なし100％・あり50％）は継続。 

７月12日～ 利用時間制限なし。収容制限（大声等なし100％・あり50％）は継続。 

福岡コロナ警報（7/28～） 

８月１日～ 利用時間を21時までに短縮。収容制限（大声等なし100％・あり50％）は継続。 

まん延防止等重点措置（8/2～8/31） 

８月２日～ 利用時間を20時までに短縮。収容制限（大声等なし100％・あり50％）は継続。 

福岡コロナ特別警報（8/5～） 

８月９日～ 休館（有料イベントを除く／窓口業務及び利用者からの問合せ対応は継続）。 

緊急事態宣言（8/20～9/12 ※9/30まで延長） 

８月20日～ 休館（有料イベントを除く／窓口業務及び利用者からの問合せ対応は継続）。 

福岡コロナ警報（10/1～10/14） 

10月１日～ 再開。収容制限（大声等なし100％・あり50％）は継続。 

12月１日～ 施設利用の取り止めについて、感染拡大防止が理由でもキャンセル料を徴収。 

福岡コロナ警報（1/20～） 

令和４年 
１月20日～ 

収容制限（大声等なし100％・あり50％）を継続。 
感染拡大防止が理由の場合、キャンセル料不要。 

まん延防止等重点措置（1/27～2/20 ※3/6まで延長）・福岡コロナ特別警報（1/27～） 

１月27日～ 収容制限（大声等なし100％・あり50％）を継続。 

感染再拡大防止対策期間（3/7～4/7）・福岡コロナ警報（3/7～） 

３月7日～ 収容制限（大声等なし100％・あり50％）を継続 

福岡コロナ警報解除（3/7～5/31） 

～5月31日 収容制限（大声等なし100％・あり50％）は継続 

6月8日～ 施設利用の取り止めについて、感染拡大防止が理由でもキャンセル料を徴収。 

福岡コロナ警報（7/6～） 

７月6日～ 
収容制限（大声等なし100％・あり50％）は継続 
感染拡大防止が理由の場合、キャンセル料不要。 
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○ 主催事業開催及び施設利用における感染症拡大防止対策  

・受付カウンター及び説明応対テーブルに飛沫防止パネルを設置。 

・１階ロビーや２階廊下等各所に手指消毒アルコールスタンド設置。各室に消毒液設置。 

・会議室利用中のこまめな換気実施（ホールでは換気システム稼働）。CO₂測定器設置。 

・利用団体の入れ替わりごとに、各部屋の机・椅子等の消毒実施。 

・利用団体に部屋の鍵を渡す際、非接触型体温計及びアルコール消毒セットも併せて貸出。 

・ホールイベント開催時、受付付近の密集・近接防止のため、参加者が並ぶ位置を床に明示し間隔確保。 

受付担当はマスク及びフェイスシールドを着用して応対。また、非接触型体温計により入場前に検温 

し、参加者の体調チェック実施。 

・イベント時に万一クラスターが発生した場合に備え、参加者の氏名・連絡先の事前把握。 

・講師及び司会者用の等身大飛沫防止パネルの設置。 
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報告事項② 令和３年度 中央市民センター主催事業 実施状況 
（ア 人権啓発事業関連）                                                令和４年３月末現在 

 事業名【対象】 趣旨 内容（講師等 敬称略） 参加者数 

人 

権 

啓 

発 

事 

業 

中央区人権を考えるつどい 
【ＰＴＡ／人尊協／一般】 
（共催：中央区人権啓発連絡会議） 

一人ひとりの人権が尊重さ
れ、人の多様性を認め合う明るく
住みよいまちづくりを目指し、暮
らしの隅々まで人権文化が根付
いた社会のあり方について考え
る契機として開催するもの｡ 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止 
９月30日(木)・延:２月21日(月) 14：00～16：00 
・福永宅司一人芝居『学校』 
(有)子どもの学び館 代表取締役 
NPO法人 みんなの学び館 理事長 福永 宅司 氏 

中止 

人権文化セミナー 
【ＰＴＡ／人尊協／一般】 

暮らしの中にある人権問題
に触れることにより、人権を尊
重し、人の多様性を認め合うま
ちをめざして、暮らしの中の
様々な課題について考え、解
決に向けてどのように取り組ん
だらよいかを考える機会とする
もの。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止 
① 6/25(金)・延：1/21(金) 14～16時 福岡市立心身障がい福祉 
センター センター長・小児科医 小川 弓子 氏 
｢コロナ禍の中、変わらないもの ～療育の現場の取り組みから～｣ 

② 6/28(月)・延：1/26(水) 14～16時 女性協同法律事務所 
弁護士 松浦 恭子 氏 
｢いのちと希望を大切にする 〜女性の人権を考える〜｣ 

③ 7/2(金)・延：2/4(金) 14～16時 自主夜間中学｢よみかき教
室｣共同代表・九州大学基幹教育院教授 木村 政伸 氏 
｢学ぶことは生きること～自主夜間中学『よみかき教室』
24年間の歩みと未来～｣ 

④ 7/19(月)・延：2/9(水) 14～16時 福岡市子ども家庭支援 
センターはぐはぐ センター長 河浦 龍生 氏 
｢子ども家庭支援センターの相談から～被虐待や発達特
徴を有する子ども達の現状と支援～｣ 

中止 

支
援
事
業 

公
民
館 

公民館人権教育研修会 
【地域指導者／一般】 

人権問題の正しい理解と市民
の人権意識の育成を図るため、
公民館講座受講者やサークル代
表者等を対象に実施するもの。 

４月～３月 
※各公民館 １～２回開催 855人 

人 

尊 

協 

支 

援 

事 

業 

校区人尊協支援 
各校区・地区の人尊協活動

の活性化を図るため、諸活動
への支援や助言を行うもの。 

４月～３月 
・人尊協総会･運営委員会･役員会･研修会･講演会 
※各人尊協の活動状況に応じて対応 

－ 

中央区人権啓発連絡会議 
【人尊協／各種団体】 

人尊協や区内各種団体等で
構成し、人権を尊重し人の多様
性を認め合う明るく住みよいま
ちづくりに向けて活動するもの。 

・総会／委員研修会 … 6/14(月) 書面開催／研修は中止 
・中央区人権を考えるつどい（共催事業）…前記のとおり（中止） 
・街頭啓発…中止   ・広報紙「こうろ」の発行 

－ 

人尊協役員等視察研修 
【人尊協役員／委員】 

人権関連施設などを訪問して
人権に関する見聞を広め、地域
で共有して関心を高めるもの。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止 中止 

中央区人尊協活動交流会 
【人尊協役員・委員 
公民館職員／人啓連委員】 

人権問題にかかる認識を深め
るとともに、各校区・地区の人尊
協活動の事例報告や意見交換な
どを通じて，今後の人尊協の取
組みに活かす機会とするもの。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止 
３月４日(金) 13：30～16：30 
【全体会】元 福岡市家庭児童相談室相談員 
元 福岡大学病院ソーシャルワーカー 中平 八重子 氏 

【分科会】研修／広報／啓発の各部に分かれ意見交換 

中止 

人尊協広報紙づくりセミナー 
【人尊協役員／委員】 

広報紙作成に係る実践的な
知識や技術を学び、活動のよ
り一層の充実をめざすもの｡ 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止 
５月27日(木) 延：８月25日(水) 10：00～15：00 

(株)フラウ 代表取締役 濱砂圭子氏 
・不安解決!! かならず身につく｢広報紙づくりのすすめ方！作り方！｣ 

中止 

Ｐ 

Ｔ 

Ａ 

支 

援 

事 

業 

ＰＴＡ人権教育研修 
担当者連絡会 
【成人教育委員等】 

ＰＴＡ人権教育研修の効果的な
実施のため、人権問題の基本認
識と研修計画の立案を学ぶもの。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から一括開催
を中止し、各校に出向いて個別説明を実施 － 

単位ＰＴＡ人権教育研修 
支援「役員・委員研修」 
【成人教育委員等】 

ＰＴＡ人権教育研修の効果的な
実施のため、人権問題に係る認
識を深める研修を実施するもの｡ 

６月～３月 
※各校PTA組織の確立状況や活動状況に応じて対応 104人 

単位ＰＴＡ人権教育研修
支援「会員研修」 
【ＰＴＡ会員】 

人権問題への正しい理解と人
権尊重の視点に立ったＰＴＡ活動
の推進を図るため実施するもの。  

９月～３月 
※各校PTA組織の確立状況や活動状況に応じて対応 25人 

区ＰＴＡ研修事業 
区ＰＴＡ連合会が開催する

「研修講座」・「研究集会」の開
催支援を行うとともに、両事業
に参加し助言等を行うもの。 

【研修講座（小・中・特別支援学校）】全市一斉オンライン開催 － 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止 
【研究集会（小・中学校）】※成人教育分科会における助言 
小学校：９/10(金) 10～12時 ・ 中学校：８/５(木) 10～12時 

中止 

PTA広報紙づくりセミナー 
【ＰＴＡ役員，委員】 

広報紙作成に係る実践的な
知識や技術を学び、活動のよ
り一層の充実をめざすもの。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止 
６月３日(木) 延：９月14日(火) 10：00～15：00 

(株)フラウ 代表取締役 濱砂圭子氏 
・不安解決!! かならず身につく｢広報紙づくりのすすめ方！作り方！｣ 

中止 
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（イ 生涯学習推進関連）                                                令和４年３月末現在 

 事業名【対象】 趣旨 内容（講師等 敬称略） 参加者数 

子 

育 

て 

応 

援 

事 

業 

思春期子育て応援セミナー 
【一般】 

中高生のお子さんをもつ保護者
を中心に、思春期の子どもとの関わ
り方についてテーマ別に理解を深
め、より良い親子関係を築けるよう
支援する。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大 
防止の観点から中止 中止 

子育てサロンの支援 
【乳幼児とその親】 

保護者と子どもが自由に訪れるこ
とができ、子育ての悩みや交流を図
る場所として、中央区ももの会ふれ
あいサロンの活動を支援する。 

毎月第２・４火曜日 
11：00～14：00 

※センター休館期間中は除く 

延べ 
148名 

高 

齢 

化 

に 

関 

す 

る 

事 

業 

シニアボランティアの紹介事業 
地域や福祉施設、公民館、留守家

庭子ども会等にボランティアを紹介
する。 

◎ボランティアの活動状況 
（307人・102箇所） 

※ 新型コロナウイルス感染拡大 
防止の観点から活動を制限 

－ 

シニアのためのチラシ作成講座 
【概ね6０歳以上】 

パソコンやスマートフォンによるチラ
シの作成方法を学び、地域活動の広
報に役立てる。 

【全４回】 
10/8(金)・15(金)・22(金)・29(金) 
パソコン講師 内田 寿美江 氏 

延べ 
56名 

園芸ボランティア養成講座 
【概ね 6０歳以上】 

園芸の基礎や花壇づくりについて学
び、公共施設や公園等の花の植え
替えや手入れを行うボランティア活
動への参加をめざす。 

【全２回】10/6(水)・20(水) 
特定非営利活動法人 
緑のキャラバン隊 古荘 浩士 氏 
※ 新型コロナウイルス感染拡大 

防止のため9/15・29から延期 

延べ 
27名 

ボランティアに関する講座 
【一般】 
シニアフレンズ福岡ボランティア 
協議会との共催事業 

シニアフレンズ福岡のボランティア
グループが講師となり、活動経験を
生かした入門講座を開講して、ボラ
ンティア活動の啓発を行う。 

中止 中止 

ボランティアのつどい 
【一般】 
シニアフレンズ福岡ボランティア 
協議会との共催事業 

シニアフレンズ福岡ボランティア協
議会所属グループの活動内容を発
表会形式で披露して、ボランティア
活動の啓発を行う。 

中止 中止 

ま
ち
づ
く
り 

支
援
事
業 

福岡地域史講座 
【一般】 

福岡由来の歴史的人物や出来
事・史跡等を学び、郷土に対する歴
史認識を深めることで、地域への誇
りと愛着を育み、地域コミュニティ意
識の形成に資する。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大 
防止の観点から中止 中止 

国
際
化
に 

関
す
る
事
業 

日本語教室 
【在日外国人】 

在日外国人の日本語学習と日本
文化の理解を深めるために実施す
る。指導は市民ボランティア講師が
行う。 

通年 
火曜昼コース 13：30～15：30 
木曜昼コース 14：00～16：00 
 
※ 新型コロナウイルス感染拡大 

防止のため休講期間あり。 

延べ 
149人 
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（ウ 指定管理者企画事業関連）                                        令和4年3月末日現在 

 事業名【対象】 趣旨 内容（講師等 敬称略） 参加者数 

文 
 

化 
 

・ 
 

情 
 

報 
 

提 
 

供 
 

等 
 

事 
 

業 

ロビーコンサート 
【一般】 

市民の方に身近で気軽に音楽に触れ
る機会を提供するため、いろいろな
ジャンルの方々に出演いただき、1階
ロビーにてミニコンサートを開催。 

月に1回程度、昼の時間帯（12：15～12：45）
に、シニアボランティアグループの司会進行で
開催予定。不特定の方が密になる事業のため、
新型コロナウイルス拡散防止のため、Ｒ２年度
に引き続きＲ３年度も中止した。 

中止 

暮らしのセミナー 
『人生100年時代の生活設計』 
【シニア】 

セカンドライフステージをより良い
ものにするため、ライフプランやマ
ネープランの立て方、介護保険につ
いてなど、専門の方にお話していた
だく。 

４月19日（月） お金の使い方遺し方、転ばぬ
先の“介護教室”の二講座を開催。「老後の準備
になった」というお声をいただいた。新型コロ
ナウイルス拡散防止のため、人数を制限し、コ
ロナウイルス対策をして実施した。 

延べ 

57名 

パソコン講座 
『エクセル入門編』 
【一般】 

情報化社会の中、基礎からパソコン
を習得したい人に向けての初心者PC
講座。ノートパソコンを持参してい
ただき、エクセルの基礎を学ぶ。 

５～６月の講座は、緊急事態宣言発令で中止と
なったため、１～２月に全６回のエクセル入門
講座として再募集したが、福岡コロナ警報が発
動されたため、今年度は中止とした。 

中止 

健康講座 
『専門医に聞く医療セミナー』 
【一般】 

済生会福岡総合病院の協力で、健康医療
について、わかりやすく説明してもらう。
脳トレや食事の仕方についても学び、正
しい知識を得る機会にしていただく。 

６月に２回、脳卒中と糖尿病について、専門の
医師や検査技師、栄養士の方々にお話ししてい
ただく予定だったが、緊急事態宣言発令のた
め、本年度は中止となった。 

中止 

こどもフェスタ 
『生の音楽の宅配便』 
『ファミリー映画会』 
【子どもとその保護者】 

若手の音楽家を招き、生演奏を聞くとと
もに、ボディパーカッションやパネルシ
アターなどで音楽を楽しんでもらう。 
また、大スクリーンで、心を打つ温かみの
ある作品を親子一緒に楽しめるよう、フ
ァミリー向けの映画会「ドクタードリト
ル」を開催する。 

子ども向け音楽会10/2（土）とファミリー向け
映画会10/23（土）を開催（無料）。緊急事態宣
言発令のため、夏休みのサマーフェスタが、秋
に延期となった。新型コロナウイルス拡散防止
のため、事前申し込み制にして実施し、体温チ
ェック、アルコール消毒、退場をブロック毎に
するなど、感染対策も徹底して行った。 

音楽会
216名 

 
映画会
144名 

動物愛護セミナー 
「ひまわりと子犬の7日間」
【一般】 

動物愛護協会の協力で、動物愛護週
間に、人と動物が共存できる社会を
目指す啓発活動を行う。動物の愛護
と適正な飼養についての理解と関心
を深めていただくための映画会を開
催。 

9月の予定だったが、緊急事態宣言発令のため、
10月の文化祭時にホールで、動物保護管理所を
舞台にした映画会「ひまわりと小犬の7日間」
と、動物の絵や啓発パネル展示などを行った。
人とペットとの多様な関係を考える機会にな
った。 

124名 

中央市民センター文化祭 
【一般】 

市民センター利用サークルの日頃の
活動の発表の場として、ロビーや廊
下に作品を展示。また、文化的な4つ
の講座を企画し、コロナ対策をしっ
かりと行って開催する。 

10 月 24 日（日）会議室では各種講座①博多人
形絵付け②フラワーアレンジ③土づくり講座
④五行歌講座を開催した。センター利用団体の
作品展示は、ロビーやエントランスを使って、
10月に前後半に分かれて展示した。 

① 20名 
② 10名 
③ 15名 
④ ８名 

クリスマスお楽しみ会 
【子どもとその保護者】 

伝承遊びを通し、創造性を伸ばしな
がら、みんなと一緒に遊ぶことの大
切さに気づいてもらう機会とする。 
コロナウイルス拡散防止のため、鑑
賞型のお楽しみ会とする。 

12 月 25 日（土） シニアボランティア、中央
図書館のおはなし会の協力で、人形劇や創作ゲ
ームなどを、体験しながら楽しく学んでもら
う。コロナウイルス対策のため、2 グループ制
にして実施した。 

69名 

ワークショップ 
『未来の子どもたちに 
【一般】 平和な地球を』 

実際に戦争があっている今の時代
に、またコロナ禍の混沌とした中で
も、平和・文化・自然について見つめ
直し、モノづくりをしながら、平和に
ついて考える機会を設ける。 

３月27日（日）人の森プロジェクトの協力で、
平和への思いを自由に絵やメッセージで描い
てもらい、アクリル樹脂で作った平和の木の枝
として展示し、平和への願いを発信した。幼児、
小中学生、大人の方の参加があった。 

20名 

みんなの情報広場(掲示板) 
市民センターホームページ 

公民館や地域団体の活動状況、子育
て関連事業等の情報発信の場を提
供。また、ホームページを利用して、
より多くの速報性のある情報も発信
する。 

公民館コーナー、人尊協コーナー 、みんなの情
報広場等の掲示板に随時掲示。ホームページの
スタッフブログを充実させ、センターの様子や
主催事業の告知、コロナウイルス対策等を随時
更新。 

－ 

緑のカーテン 
一人一花(花いっぱい)運動 

福岡市の『緑のカーテン』事業や『一
人一花運動』に賛同し、夏場は窓辺に
朝顔やゴーヤを育て、花壇には花を
絶やさないようにし、水やり・草取
り・肥料を与え育てる。 

花や緑を育てることは、人の心を和ませ、地球
温暖化防止にもつながるため、『ＦＬＯＷＥＲ 
ＣＩＴＹ ＦＵＫＵＯＫＡ』に積極的に参加。
花壇やロビー、洗面所や事務所に花を絶やさな
いようにしている。 

－ 

季節のディスプレイ 
自然観察コーナー 

１階エントランスを中心に、夏は涼
しく冬は暖かい印象に、ディスプレ
イを行う。自然観察コーナーには、ア
ゲハやメダカなどの生き物、どんぐ
りなどを展示。 

日本の四季をテーマに、月毎に飾りつけを行って、
季節の移り変わりを感じていただいている。自然
観察コーナーでは、メダカやアゲハが卵や蛹から
生まれ、変化する様子を観察してもらい、子ども
からシニアの方まで喜んでいただいている。 

－ 

自習室の提供 

学校の長期休み期間中に、市民セン
ター２階会議室の利用が無い部屋を
利用して、学生向けの自習室として
開放し、コロナ対策を取りながら管
理運営を行う。 

要望の多かった自習室（自学自習の場）を、管
理・運営。夏休み、冬休み、春休みに感染対策
をして実施。「静かな環境で集中して学習でき
る」「感染対策も安心できる」という感想をいた
だいた。 

夏・
冬・
春季
72名 

コミュニティーボード 

市民の方々の作られた文化芸術作品
等を展示することにより、気軽に発
表できる場、交流の場としてロビー
を活用していく。福岡市からのお知
らせも展示。 

センターが地域コミュニティーの発信・推進基
地になるよう、市民の方の作品展示のほか、写
真や似顔絵展を行っている。また、障がい者施
設の支援活動や、サークル紹介にも役立ってい
る。 

－ 
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報告事項③ 市民センター利用状況及び利用者アンケート集計結果について

 ◆ 施設別利用状況

件数 人数 件数 人数 件数 人数

223 32,389 152 18,268 311 63,376

422 6,990 443 6,410 631 14,405

538 4,571 471 3,871 742 9,630

489 4,221 484 4,299 699 7,692

436 6,976 479 6,951 590 13,878

470 4,754 475 4,287 689 9,553

474 2,990 397 2,150 763 5,517

379 1,711 350 1,591 630 3,155

326 1,409 284 1,155 568 2,520

3,757 66,011 3,535 48,982 5,623 129,726

 ◆ 他市民センターとの利用状況比較

【利用件数(件)】

平成31(令和元)年度 5,623 5,708 3,857 4,144 3,460 4,620 3,522

令和２年度 3,535 4,197 2,259 1,950 1,445 2,962 2,330

令和３年度 3,757 1,986 2,762 改修 1,745 2,205 2,612

【利用人数(人)】

平成31(令和元)年度 129,726 146,403 107,992 119,943 70,262 95,164 111,533

令和２年度 48,982 59,646 36,144 27,961 21,338 37,965 37,839

令和３年度 66,011 46,866 57,009 改修 28,162 25,810 55,630

東中央
　　　　　　　センター
　年度

西早良城南南博多

ホ ー ル

視 聴 覚 室

音 楽 室

実 習 室

第 1 会 議 室

西早良城南南

第 2 会 議 室

第 3 会 議 室

第 1 和 室

第 2 和 室

合 計

博多東中央
　　　　　　　センター
　年度

※ 東：R3年6月～10月 R４年２月～３月ワクチン接種会場となっているため利用制限あり／
　　早良：R3年6月～R４年２月 ホール改修中

　　　　　　　　　　　　　開館日数
　　　施設

269日 302日 348日
年度 令和3年度 平成31(令和元)年度令和2年度

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000

中央 東 博多 南 城南 早良 西

平成31(令和元)年度

令和２年度

令和３年度

0

50,000

100,000
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報告事項③

◆ 利用区分別利用状況

《令和３年度》 ※ 利用区分

 ○ 主催事業

　　・市民センター主催事業

 ○ 団体

 ○ グループ・サークル

 ○ 公共団体

　　・主催事業を除く、本市の利用や国・県の利用

◆ 施設別利用率（％）

※ 利用率　：　①利用回数 ÷ ②利用可能回数

① 利用回数　：　1日の利用区分を午前、午後、夜間の３回とし、利用の形態から利用回数を算出

② 利用可能回数　：　１日の利用区分（３回）×開館日数

団　　  体

主催事業

　　　　　　　　　　　年度
利用区分 件数

平成31(令和元)年度

1,128

3341,986 2,518 10,088

21,759 17,108 41,887652

190

661

合計

公共団体

グループ・サークル

5,623

393

3,76822,608 21,363

3,757

288

2,627

62.7

50.8

74.3

　　・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

　　・演劇舞台などの趣味、華道等の生活技術グループ、同好会、愛好
　　　会などの社会教育関係グループ、または職場等のサークルなど

57.5

46.4

77.8

54.2

38.2

73.1

68.2

59.3

76.9

65.8

47.858.3

74.6 82.0

67.3

63.1

72.4

66.9

58.2

76.8

第３
会議室

平均第2和室第1和室
第２

会議室

平成31(令和元)年度

令和２年度

令和３年度

　　　　　　　部屋
　年度

第１
会議室

実習室音楽室視聴覚室ホール

56.8

29.7

51.3 72.1

56.2

78.6

61.0

38,217

19,658 7,993 39,534

66,011 48,982 129,7263,535

139

2,563

172

令和２年度

人数 人数 人数

令和３年度

件数 件数

0

20

40

60

80

100

ホール 視聴覚室 音楽室 実習室 第１
会議室

第２
会議室

第３
会議室

第1和室 第2和室 平均

平成31(令和元)年度 令和２年度 令和３年度

(％)

主催事業
5.1%

団体
17.4%

グループ・サークル
69.9%

公共団体
7.7%
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◆ 令和３年度　アンケート　集計結果（回収数：424）

１　実施期間：２０２１年１０月１６日（土）～２０２１年１０月３０日（土） 　１５日間

２　対象者：期間中にホール、会議室ご利用の団体様（１団体当たり３名の方に依頼）

交通手段
複数回答あり

利用施設
複数回答あり

利用目的
複数回答あり

15
記入なし

8
発表会

15
会議

16
その他

205
会議室

自家用車

和室 記入なしその他ホール
63 20

222

住まい 115
中央区

46
南区

45
早良区

35
城南区

15 0

年齢

所要時間

141
バス

10分以下
38

10代 20代 30代 40代 50代
3 17 17 34 57

69
講座

60

40分
64 52

50分 １時間以上
56

96
実習室

82
音楽室

20分
101
30分

26
記入なし

30
その他

4
演劇

40

70108 61

98

徒歩

ｻｰｸﾙ活動 学習活動

記入なし

自転車
14

バイク
6

タクシー地下鉄
47

26
博多区

18
記入なし

34 33 45 5
西区 東区 市外 県外

60代 70代
137 17

記入なし
1

90代
37
80代

104

10代, 0.7%

20代, 4.0%

30代, 4.0%

40代,8.0% 50代, 13.4% 60代, 24.5% 70代, 32.3%

80代, 8.7% 90代, 0.2%

記入なし, 4.0%

中央区, 27.1% 南区
10.8%

早良区
10.6%

城南区
8.3%

西区
8.0%

東区
7.8%

博多区

6.1%
市外

10.6%

県外, 1.2%
記入なし

9.4%

バス, 29.3% 自家用車, 22.5% 徒歩, 14.6% 地下鉄, 12.7% 自転車, 9.8%

バイク, 2.9%

タクシー, 1.2%

その他, 3.3%

記入なし, 3.7%

10分以下
9.0%

20分, 23.1% 30分, 23.8% 40分, 15.1% 50分, 12.3% 1時間以上
13.2%

記入なし, 3.5%

会議室, 42.6% 実習室, 20.0% 音楽室, 17.0% 和室, 13.1%

ホール, 3.1% その他, 0.0%

記入なし, 4.2%

サークル活… 講座, 15.9% 学習活動,13.8%

会議, 3.5%

発表会, 1.8%

演劇,0.9%
その他
6.9%

記入なし

6.0%
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【利用者の満足度】

【主催事業：興味や関心のある項目 ※複数回答あり】

記入なし普通 あまりよくない

0

10

6
5

0
1
6
0

よくない

22
5

25
記入なし

32
週に2～4回

67利用回数 年に数回

080141 1
122
130
128
176

大変よい よい

14
初めて 週に１回

202
月に数回

84

施設の案内表示・掲示物

利用申請など手続き

職員のマナーや接客態度

新型コロナ感染防止対策

施設や備品の使いやすさ

200
112
100
108
63

2
7
4

173
184
154
180

41.5%

30.2%

30.7%

28.8%

33.3%

42.5%

36.3%

43.4%

40.8%

47.2%

14.9%

25.5%

23.6%

26.4%

18.9%

0.0%

1.4%

1.2%

2.4%

0.2%

0.0%

1.4%

0.2%

0.0%

0.0%

1.2%

5.2%

0.9%

1.7%

0.5%

職員のﾏﾅｰや
接客態度

利用申請等
手続き

施設の案内
表示・掲示物

施設や備品の
使いやすさ

新型コロナ
感染防止対策

大変よい よい 普通 あまりよくない よくない 記入なし

初めて, 3.3%
年に数回, 19.8% 月に数回, 47.6% 週に1回,15.8%

週に2～4回, 7.5%

記入なし, 5.9%

125
109

70 67 61 54 54 45 44 38 34 30 28

0

20

40

60

80

100

120

140

音楽 映画 演劇 外国語 歴史 パソ
コン

健康・
医療

ボラン
ティア

手芸 国際
交流

園芸 工作・
工芸

年金・
税金
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報告事項④ 中央市民センター 管理運営について 

令和２年度 福岡市立中央市民センターの管理運営に関する評価について 
・評価方法及び評価結果（令和３年10月１日 福岡市ホームページ公表）  
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報告事項⑤ 令和４年度 中央市民センター主催事業 実施状況 
（ア 人権啓発事業関連）                                                令和４年6月末現在 

 事業名【対象】 趣旨 内容（講師等 敬称略） 参加者数 

人 

権 

啓 

発 

事 

業 

中央区人権を考えるつどい 
【ＰＴＡ／人尊協／一般】 
（共催：中央区人権啓発連絡会議） 

一人ひとりの人権が尊重さ
れ、人の多様性を認め合う明るく
住みよいまちづくりを目指し、暮
らしの隅々まで人権文化が根付
いた社会のあり方について考え
る契機として開催するもの｡ 

９/20(火) 14～16時 「一人芝居先生のメッセージ」 
・トーク『ぬくもりのある人権のまちづくりを目指して』 
・一人芝居『学校』 
(有)子どもの学び館 代表取締役 
NPO法人 みんなの学び館 顧問 福永 宅司 氏 

－ 

人権文化セミナー 
【ＰＴＡ／人尊協／一般】 

暮らしの中にある人権問題
に触れることにより、人権を尊
重し、人の多様性を認め合うま
ちをめざして、暮らしの中の
様々な課題について考え、解
決に向けてどのように取り組ん
だらよいかを考える機会とする
もの。 

① 6/22(水) 14～16時 福岡市立心身障がい福祉センター 
センター長・小児科医 小川 弓子 氏 
｢現代を生きる中、大切なもの ～療育の現場の取り組みから～｣ 

② 6/24(金) 14～16時 自主夜間中学｢よみかき教室｣共
同代表・西南女学院大学教授 木村 政伸 氏 
｢学ぶことは生きること～自主夜間中学『よみかき教
室』の歩みと未来～｣ 

③ 6/27(月) 14～16時 福岡市子ども家庭支援センター 
はぐはぐ センター長 河浦 龍生 氏 
｢子ども家庭支援センターの相談から～被虐待や発達特
徴を有する子ども達の現状と支援～｣ 

④ 7/4(月) 14～16時 女性協同法律事務所 
弁護士 松浦 恭子 氏 
｢いのちと希望を大切にする 〜女性の人権を考える〜｣ 

①58人 
 
②47人 
 
③57人 
 
④ － 

支
援
事
業 

公
民
館 

公民館人権教育研修会 
【地域指導者／一般】 

人権問題の正しい理解と市民
の人権意識の育成を図るため、
公民館講座受講者やサークル代
表者等を対象に実施するもの。 

４月～３月 
※各公民館 １～２回開催 － 

人 

尊 

協 

支 

援 

事 

業 

校区人尊協支援 
各校区・地区の人尊協活動

の活性化を図るため、諸活動
への支援や助言を行うもの。 

４月～３月 
・人尊協総会･運営委員会･役員会･研修会･講演会 
※各人尊協の活動状況に応じて対応 

－ 

中央区人権啓発連絡会議 
【人尊協／各種団体】 

人尊協や区内各種団体等で
構成し、人権を尊重し人の多様
性を認め合う明るく住みよいま
ちづくりに向けて活動するもの。 

・総会／委員研修会 … 7/19(火) 
・中央区人権を考えるつどい（共催事業）…上記のとおり 
・広報紙「こうろ」の発行 

－ 

人尊協役員等視察研修 
【人尊協役員・委員】 

人権関連施設などを訪問して
人権に関する見聞を広め、地域
で共有して関心を高めるもの。 

・バスでの移動を伴うため、新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から中止 － 

中央区人尊協活動交流会 
【人尊協役員・委員 
公民館職員／人啓連委員】 

人権問題にかかる認識を深め
るとともに、各校区・地区の人尊
協活動の事例報告や意見交換な
どを通じて，今後の人尊協の取
組みに活かす機会とするもの。 

3月3日（金） 13：30～16：30 

【全体会】ピースアイランド合同会社代表 伊藤 博文 氏 
【分科会】研修／広報／啓発の各部に分かれ意見交換 

－ 

人尊協広報紙づくりセミナー 
【人尊協役員・委員】 

広報紙作成に係る実践的な
知識や技術を学び、活動のよ
り一層の充実をめざすもの｡ 

・受講者同士のやり取りや道具を使った演習を伴うため、
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止 － 

Ｐ 

Ｔ 

Ａ 

支 

援 

事 

業 

ＰＴＡ人権教育研修 
担当者連絡会 
【成人教育委員等】 

ＰＴＡ人権教育研修の効果的な
実施のため、人権問題の基本認
識と研修計画の立案を学ぶもの。 

全市一斉オンライン開催 － 

単位ＰＴＡ人権教育研修 
支援「役員・委員研修」 
【成人教育委員等】 

ＰＴＡ人権教育研修の効果的な
実施のため、人権問題に係る認
識を深める研修を実施するもの｡ 

全市一斉オンライン開催 － 

単位ＰＴＡ人権教育研修
支援「会員研修」 
【ＰＴＡ会員】 

人権問題への正しい理解と人
権尊重の視点に立ったＰＴＡ活動
の推進を図るため実施するもの。  

９月～３月 
※各校PTA組織の確立状況や活動状況に応じて対応 － 

区ＰＴＡ研修事業 
区ＰＴＡ連合会が開催する

「研修講座」・「研究集会」の開
催支援を行うとともに、両事業
に参加し助言等を行うもの。 

【研修講座（小・中・特別支援学校）】全市一斉オンライン開催 － 

【研究集会（小・中学校）】※成人教育分科会における助言 
小学校：９月上旬(予定) ・ 中学校：非開催 － 

PTA広報紙づくりセミナー 
【ＰＴＡ役員・委員】 

広報紙作成に係る実践的な
知識や技術を学び、活動のよ
り一層の充実をめざすもの。 

・受講者同士のやり取りや道具を使った演習を伴うため、
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止 － 
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（イ 生涯学習推進関連）                                                令和４年６月末現在 

 事業名【対象】 趣旨 内容（講師等 敬称略） 参加者数 

子 

育 

て 

応 

援 

事 

業 

思春期子育て応援セミナー 
【一般】 

中高生のお子さんをもつ保護者
を中心に、思春期の子どもとの関わ
り方についてテーマ別に理解を深
め、より良い親子関係を築けるよう
支援する。 

9月15日（木）10:00～12：00 
「子どもとメディアのかかわりに

ついて」 
特定非営利活動法人 
 事務局長 黒田 可奈子 

 

子育てサロンの支援 
【乳幼児とその親】 

保護者と子どもが自由に訪れるこ
とができ、子育ての悩みや交流を図
る場所として、中央区ももの会ふれ
あいサロンの活動を支援する。 

毎月第２・４火曜日 
11：00～14：00 

 

延べ 
32名 

高 

齢 

化 

に 

関 

す 

る 

事 

業 

シニアボランティアの紹介事業 
地域や福祉施設、公民館、留守家

庭子ども会等にボランティアを紹介
する。 

※事業終了 － 

ボランティア養成講座 
【概ね6０歳以上】 

主にシニア世代を対象とし、ボラン
ティア活動につながる知識の習得、
受講後のボランティア活動実践を目
的に講座を開催。 

※指定管理者企画事業に移管 － 

シニアフレンズ福岡ボランティ
ア協議会との共催事業 

シニアフレンズ福岡ボランティア協
議会との共催により、ボランティアの
普及啓発に資する事業を実施。 

※指定管理者企画事業に移管 － 

ま
ち
づ
く
り 

支
援
事
業 

福岡地域史講座 
【一般】 

福岡由来の歴史的人物や出来
事・史跡等を学び、郷土に対する歴
史認識を深めることで、地域への誇
りと愛着を育み、地域コミュニティ意
識の形成に資する。 

11月開催予定  

国
際
化
に 

関
す
る
事
業 

日本語教室 
【在日外国人】 

在日外国人の日本語学習と日本
文化の理解を深めるために実施す
る。指導は市民ボランティア講師が
行う。 

通年 
火曜昼コース 13：00～15：00 
木曜昼コース 14：00～16：00 
 

延べ 
61人 
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（ウ 指定管理者企画事業関連）                                          令和４年６月末現在 

 事業名【対象】 趣旨 内容（講師等 敬称略） 参加者数 

文 
 

化 
 

・ 
 

情 
 

報 
 

提 
 

供 
 

等 
 

事 
 

業 

ロビーコンサート 
【一般】 

市民の方に身近で気軽に音楽に触れ
る機会を提供するために、楽器演奏
や歌唱など、いろいろなジャンルの
方々に出演いただき、1階ロビーにて
ミニコンサートを開催。 

昼の時間帯に、シニアボランティアグループの
司会進行で開催予定。不特定の方が密になるた
め、令和2年度より中止している。本年度も、
福岡市のコロナウイルス対策指針に従って運
営するが、6月までは未実施となっている。 

未実施 

環境講座 
『福岡城址の四季』 

【一般】 

舞鶴公園の生き物を写真に収めて活
動している、勝瀬志保さんの講演と、
スライド映写会を企画。舞鶴の自然
環境について考える機会にしていた
だく。 

5 月7日（土）舞鶴公園を訪れる渡り鳥や虫、
植物などを、映像を見ながらお話ししていただ
き、身近に生息する生き物の様子を知ることが
できた。環境が自然に与える影響や、自然の大
切さを教えられた。 

26名 

シニアフレンズ 
ボランティア養成講座  

【シニア】生涯学習推進事業から移管 

シニアフレンズ福岡ボランティア協
議会との協働事業として実施。シニ
アボランティアの育成・促進を行う
ことで、高齢者のボランティア活動
を通した生涯学習を支援する。 

5月11.18日（水）園芸ボランティア養成講座 
7月7日（木）折紙ボランティア養成講座 
7月7.21日（木）司会ボランティア養成講座 
緑のキャラバン隊やシニアフレンズ福岡ボラ
ンティア協議会の協力で実施。 

20 名

（園芸） 

パソコン講座 
『ワードで楽しもう！』 

【一般】 

情報化社会の中、基礎からパソコン
を習得したい人に向けての初心者PC
講座。ノートパソコンを持参してい
ただき、ワードの基礎を学ぶ。 

本年度は2回連続講座として、初心者向けのワ
ード講座を実施。ワードの基礎を学んだ後、最
終日にはパソコンを使って、自分の好きな絵や
写真、言葉を入れたウチワを作成した。 

12名 

なつのファミリー映画会 
『この世界の片隅に』 

【一般】 

終戦記念日近くに、平和の大切さを
再認識していただくため、家族で観
ていただける戦争を描いたアニメ作
品を上映。映画の開始前には、ミニコ
ンサートも開く。（無料） 

8月14日（日）ホールで、平和について考えて
いただける映画会を開催。戦争の生々しさや反
戦などの表現は少なめで、戦争と正面から向き
合うというより、日々を明るく前向きに暮らそ
うとする人々が描かれている作品を選んだ。 

 

動物愛護啓発劇 
『吾輩は地域猫である』 

【一般】 

動物愛護協会の協力で、人と動物が
共存できる社会を目指す啓発活動
（無料の演劇）を行う。ホールロビー
では、パネル展示のほかに、動物の絵
の展覧会も開催。 

9 月24.25 日の動物愛護週間期間中に、ホール
で動物愛護に関する舞台劇を公演予定。少しで
も殺処分される犬や猫が減るよう、命の大切さ
を伝えていく。ペットブームの中、適切な動物
への愛と管理を考える機会にしてもらう。 

 

中央市民センター文化祭
【一般】 

市民センター利用サークルの日頃の
活動の発表の場として、作品展示な
どを行う。会議室では、各種講座を企
画し、3Fホールでもセンター利用団
体やグループの活動発表を行う。 

10月30（日）開催予定 
会議室では歴史や健康などの講座を、作品の展
示はロビーやエントランスを使って、9 月～10
月に４回に分けて行う予定。シニアフレンズに
協力いただき開催する。 

 

クリスマス音楽祭 
『生の音楽宅配便』 

【子どもとその保護者】 

若手の音楽家グループによるクリス
マスを題材にした演奏会。クラシッ
クの生演奏を聞いたり、ボディパー
カッションやパネルシアターなど
で、音楽を楽しんでもらう。 

12月17日（土） 
参加型の子ども向け音楽会（無料）を開催予定。
新型コロナウイルス拡散防止のため、事前申し
込み制にし、体温チェックやアルコール消毒な
ど、感染対策を徹底して行う。 

 

お正月こどもお楽しみ会 
【子どもとその保護者】 

昔遊び,伝承遊びを通し、創造性を伸
ばしながら、みんなと一緒に遊ぶこ
との大切さに気づいてもらう機会と
する。シニアフレンズ福岡ボランテ
ィア協議会と協力して実施。 

1月7日（土） 
シニアボランティア、中央図書館おはなし会の
協力で、人形劇やお正月遊び、ゲームなどを体
験しながら楽しく学んでもらう。コロナウイル
ス対策をし、人数を制限して実施予定。 

 

暮らしのセミナー 
【シニア】 

セカンドライフステージをより良い
ものにするため、終活の始め方やコ
ミュニケーション術、健康や医療に
関してなど、専門の方にお話しして
いただく。 

２月頃、福岡県金融広報委員会や済生会福岡総
合病院などから講師を派遣していただき、「明
るく元気な終活講座」や「感染症セミナー」等
を開催予定。エンディングノートの書き方指導
や感染対策についてなど、指導していただく。 

 

みんなの情報広場（掲示板） 
市民センターホームページ 

公民館や地域団体の活動状況、子育
て関連事業等の情報発信の場を提
供。またホームページを利用して、よ
り多くの速報性のある情報も発信す
る。 

公民館コーナー、人尊協コーナー 、みんなの情
報広場等の掲示板に随時掲示していく。 
ホームページのスタッフブログを充実させ、主
催事業の告知、コロナウイルス対策、市民セン
ターニュース等を更新していく。 

 

緑のカーテン 
一人一花（花いっぱい）運動 

福岡市の『緑のカーテン』事業や『一
人一花運動』に賛同し、夏場は窓辺に
朝顔やゴーヤを育て、花壇やロビー、
洗面所や事務所に花を絶やさないよ
うにする。 

花や緑を育てることは、人の心を和ませ,地球
温暖化防止にもつながるため、『ＦＬＯＷＥＲ 
ＣＩＴＹ ＦＵＫＵＯＫＡ』に積極的に参加し
取り組んでいく。シニアボランティアの中央花
はな会にも協力していただく。 

 

季節のディスプレイ 
自然観察コーナー 

１階エントランスを中心に、夏は涼
しく冬は暖かい印象にディスプレイ
を行う。自然観察コーナーには、カタ
ツムリやアゲハ、メダカなどの生き
物やどんぐりなどを展示。 

日本の四季をテーマに、月毎に飾りつけを行っ
て、季節の移り変わりを感じていただく。自然
観察コーナーでは、メダカやアゲハが卵や蛹か
ら生まれ、変化する様子を観察してもらい、子
どもからシニアの方まで喜んでいただく。 

 

自習室の提供 

市民センター２階会議室の利用が無
いときに限り、学校の長期休み期間
中（夏休み・冬休み・春休み）に、学
生向け自習室として開放し、その管
理運営を行う。 

要望の多かった自習室（自学自習の場）を、管
理・運営していく。除菌シートを渡し、座る席
も間隔を取って決めるなど、きちんと感染対策
をして実施する。平成 28 年度より生涯学習推
進課と協議の上、提供を開始した。 

 

コミュニティーボード 

市民の方々が作られた文化芸術作品
等を展示することにより、気軽に発
表できる場、交流の場としてロビー
を活用していく。人権尊重週間には、
市民の集いの案内などを行う。 

センターが地域コミュニティーの発信・推進基
地になるよう、書道、手芸、生け花、折紙の作
品を展示したり、写真やパネル展示を行う。ま
た、障がい者施設の支援活動や、サークル紹介
にも役立てていく。 
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