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Ⅰ はじめに 
 

西区まるごと博物館推進会とは・・・ 

 

 西区内の自然，歴史，文化，活動団体などの様々な有形・無形の地域資源を「西

区の宝」と位置づけ，地域と行政の共働により保存・育成し，回遊性を持たせて一

体的に「展示」することを通じて，魅力的で個性的なまちづくりを行っています。 

推進会では，「西区の宝」に触れ親しんでいただけるイベントを多数開催するほか，

ホームページなどを利用して西区の宝に関する情報を発信したり，「西区の宝認定・

登録制度」による宝の掘り起こしなどを行っています。 

  

イベントの開催等に当たりましては，地域のみなさんをはじめ，多くの個人，団体，

企業の方々の御支援・御協力をいただきました。みなさんへの感謝の気持ちを込め，

今年の活動報告をさせていただきます。 

  

また，今年の取組みを振り返り今後の活動に役立てるため，さらには，西区まるご

と博物館の取り組みを広く知っていただくため，本報告書を作成します。 

       

 西区まるごと博物館構想の趣旨に賛同した市

民が集まり結成されたボランティア団体で，平成

１７年８月に発足し，現在６０名以上のメンバー

が活動しています。 
 
推進会は，「企画・広報部会」「自然部会」

「歴史部会」「文化部会」の４つの部会に分かれ，

役割を分担しながら活動しています。 
 
各部会ごとの会議を行うほか，運営会議（会長，

副会長，役員，各部会の代表者による会議）や 全

体会議（メンバー全員による話し合い）を開催し

ています。 
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■ 年間事業一覧

Ⅱ 開催イベントについて 

日付 平成28年度 事業一覧 参加者数 

4/23 藤の花入門講座 13人 

4/30 古代の山城跡・史跡めぐり 25人 

5/3,4 西区どんたくPRブース出展 会員の活動 

5/9～15 アクロス福岡パネル展 会員の活動 

5/15 能古島散策ツアー（第１回） 29人 

5/21 知ってとくする!！西区歴史講座（第1回） 44人 

5/29 能古島散策ツアー（第２回） 雨天中止 

6/5 西区まるごと博物館 in かなたけの里 74人 

7/23 海を楽しもう in 小戸ヨットハーバー 40人 

8/28 「西区の宝」灯明ライトアップ＆史跡案内 約80人 

9/10 夕涼みコンサート 約200人 

9/25 西区まるごと博物館 in 姪浜中央公園2016 約4,500人 

9/27 秋のゆったりクルージング 128人 

10/16 登山と今津人形芝居を楽しもう 雨天中止 

11/6 室見川自然観察ウォーキング 27人 

11/19 クリスマスツリー作り 20人 

11/26 知ってとくする!！西区歴史講座（第2回） 40人 

2/5 今津干潟自然観察ウォーキング 31人 

2/25 知ってとくする!！西区歴史講座（第3回） 45人 
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■日時： 平成２８年９月２５日（日） 10時00分～15時00分  

■場所： [メイン会場] 姪浜中央公園，[サテライト会場] 姪浜電気ビル 

■主催： 西区まるごと博物館推進会 

■共催： 西区役所 

■来場者数： 約４,５００人 

■主な催し： 

（１）体験型イベント 

  ① 親子手づくり教室 

         （ぽんぽん船等） 

  ② 勾玉づくり  

（２）まるごとステージ  

（３）展示コーナー 

  ① 西区の自然物語パネル展 

  ② 西区歴史よかとこ案内パネル展 

  ③ 唐津街道姪浜パネル展 

（４）その他 

  ① お宝探しスタンプラリー＆大抽選会  

  ② 物販・飲食コーナー 

  ③ 消防車展示・昭和の名車展示  

１．西区まるごと博物館 in 姪浜中央公園２０１６ 

 西区まるごと博物館推進会の取組みのひとつとして，西区の宝を会場に一堂に集め，

自然や歴史・文化の魅力，豊かな産物などの「宝」に気軽に触れて楽しんでいただくイ

ベントを開催しており，この度１２回目となる「西区まるごと博物館 in 姪浜中央公園

201６」を開催しました。 

 

 

 

[メイン会場] 姪浜中央公園 

第1回 平成18年3月 小戸公園

第2回 平成18年11月 学研都市

第3回 平成19年10月 橋本

第4回 平成20年10月 小戸公園

第5回 平成21年9月 小戸ヨットハーバー

第6回 平成22年9月 さいとぴあ

第7回 平成23年10月 小戸公園，小戸ヨットハーバー

第8回 平成24年9月 姪浜中央公園

第9回 平成25年9月 姪浜中央公園

第10回 平成26年9月 姪浜中央公園

第11回 平成27年9月 姪浜中央公園

■過去の開催状況： 
[サテライト会場] 姪浜電気ビル 
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Sheet1

				年　月 ネン ツキ		会　場 カイ ジョウ

		第1回 ダイ カイ		平成18年3月 ヘイセイ ネン ガツ		小戸公園 オド コウエン

		第2回 ダイ カイ		平成18年11月 ヘイセイ ネン ガツ		学研都市 ガッケン トシ

		第3回 ダイ カイ		平成19年10月 ヘイセイ ネン ガツ		橋本 ハシモト

		第4回 ダイ カイ		平成20年10月 ヘイセイ ネン ガツ		小戸公園 オド コウエン

		第5回 ダイ カイ		平成21年9月 ヘイセイ ネン ガツ		小戸ヨットハーバー オド

		第6回 ダイ カイ		平成22年9月 ヘイセイ ネン ガツ		さいとぴあ

		第7回 ダイ カイ		平成23年10月 ヘイセイ ネン ガツ		小戸公園，小戸ヨットハーバー オド コウエン オド

		第8回 ダイ カイ		平成24年9月 ヘイセイ ネン ガツ		姪浜中央公園 メイノハマ チュウオウ コウエン

		第9回 ダイ カイ		平成25年9月 ヘイセイ ネン ガツ		姪浜中央公園 メイノハマ チュウオウ コウエン

		第10回 ダイ カイ		平成26年9月 ヘイセイ ネン ガツ		姪浜中央公園 メイノハマ チュウオウ コウエン

		第11回 ダイ カイ		平成27年9月 ヘイセイ ネン ガツ		姪浜中央公園 メイノハマ チュウオウ コウエン







（１） 体験型イベント 

① 親子手づくり教室（ポンポン船・バードペインティング） 
  参加者数： 合計 79組  参加費（材料代）：３００円 
 
 ○ 材料と道具を配布し，まるごと博物館推進会のメンバーが指導しながら，親子でもの 

   づくりを楽しんでもらいました。 

② 勾玉づくり 
  参加者数：７９組  参加費（材料代）：３００円 
 
 ○ 石を勾玉の形に削って，ネックレスを作りました。 

 

バードペインティング↑→ 

←↓ポンポン船 

 
例年80組前後の親子が楽しんでいます。ポンポン船は男の子中心で、お父さんと一緒に「ボク
のオリジナル船」となる色塗りに一生懸命でした。完成後はプールに浮かべて喜んでいました。
バードペインティングは、女の子に大人気で、お母さんと相談して、自宅に飼っているセキセ
イインコと同じ色に塗る子、この世に無い色のインコに仕上がった子など、イベント開始から
終わりまで子供たちの歓声が鳴り止まない状況でした。来年は、スタッフを増やさないと！ 

  毎回子ども達に人気があり，今回も親子で参加される組がたくさんいました。 

  子どもさんにも負けず，お父さんも，お母さんも熱心に作っておられました。 

  スタッフも昼食返上で頑張りました。 

  お陰で79個の勾玉を販売することができました。 
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（２） まるごとステージ 

 

 

↑いきいきまるごと踊り隊＆ 

  伊都舞姫（アートフリー）        

  ↑今宿青木獅子舞保存会  ↑大宰府連雅会  ↑今津人形芝居保存会 

出演団体：８団体（９演目）  
 

○ 「西区の宝」の中から文化を守る団体を中心に， 

  ステージに出演していただきました。 

 
 
 

↑西陵こども・ふれあい太鼓 ↑スマイリー・SMILLY       

 ↑今宿・玄洋子ども太鼓  ↑今宿纏太鼓 

 会場の姪浜中央公園での開催は，今回で６回目になり 

 ました。ステージの設営や運営にも慣れてきましたし， 

 出演メンバーも出演回数を重ねられ，特に問題はあり 

 ません。 

 青空ステージなので，天気は致し方ありません。 

 ただ出演者がやや絞られてきた気がします。 

 原点にもどり，西区の宝認定団体に呼び掛けることと 

 活動をチェックする必要があると思われます。 
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（３） 展示コーナー 

① 西区の自然物語パネル展 

② 西区歴史よかとこ案内パネル展 

③ 唐津街道姪浜パネル展 

 
 
参加者は小さな子供さんを連れた家族連れ

が多く，自然に溢れた西区のアピールが出

来たようです。 

自分たちが住んでいる西区の自然が，こん

なにもたくさん身近に，山野草，鳥たち，

カエルや魚たちなどの生き物が，私たち人

間と一緒に同じように生きていると共感さ

れていました。 

自然をよく知ることも，西区の郷土愛に 

つながっていくと良いですね。 

 

西区歴史よかとこ案内人の方に手伝ってい

ただき，西区の歴史に詳しい説明をしてい

ただきました。 
 

今回は大きなパネルではなく，新しくＡ３

サイズのパネルを作製して掲出しました。 

展示も後片付けも短時間でできるようにな

りました。 

 
 
 
 
開催当日は天候が不安定でしたが，展示場所
が屋内ということもあり，多数の来場者に恵
まれました。来場者の年齢層は大部分が家族
連れでした。スタンプラリーのポイントや，
他のパネル展と併設されていたのでシナジー
効果もあり，来場者はそれぞれを楽しみ，と
ても満足された様子でした。 
 
唐津街道パネル展の展示は，唐津街道の伝統
的な街並みを彩る町家，神社，仏閣などの文
化施設等を中心に，歴史情緒あふれる内容と
しました。唐津街道まちづくり協議会の瓦版
や地図，パンフレット等多いものでは500部 
以上準備していたのですが，途中で足りなく 
なるほどの盛況ぶりでした。みなさまのご協
力のおかげで，来場者された方々の，西区姪
の浜の街並みや歴史などに関する知識探究の 
希望に十分お応えできたパネル展でした。 

 

 6



（４） その他のイベント 

① お宝探しスタンプラリー＆大抽選会 
  
 参加者数：約 1,100 人 

○ 会場内を廻って，スタンプを３つ集めたら，抽選会に参加できます。 

○ 協賛企業よりたくさんの豪華な景品をいただき，多くの方が抽選会に参加していました。 

② 物販・飲食コーナー 
  
○ 地元の産物を販売するお店，地域の活動団体，福祉作業所などの手づくり製品・ 

  食品を販売する店が合計３０店が出店し，会場を賑やかにしてくれました。 

③ 消防車展示・昭和の名車展示 
  
○ 姪浜消防分団のご協力で，会場の安全確保を兼ねて，姪浜電気ビル玄関前で消防車 

    の展示を行いました。消防車や消防団員との記念撮影も好評でした。 

    また，福岡西自動車保存会のご協力で，昭和の名車の展示も行い， 

  こちらも体験乗車待ちの行列ができるなど大盛況でした。 
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出店団体 

  

 本イベント始まって以来10年間，ルールを厳格に守り，出店いただいて 
 おります。３１店の皆々様に心より感謝申し上げます。 
 これからも出店者の皆々様方との関係を大切にしてまいります。 
 ありがとうございました 
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（５） ご協力・ご協賛一覧 
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（６） 広報（開催案内記事） 

市政だより（西区版）  

平成28年９月1５日号 

公民館だより 

平成28年9月号 
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（６） 広報（事前告知用チラシ，スタンプラリー台紙） 

事前告知用 
チラシ 

スタンプラリー 
台紙 
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（６） 広報（当日配布パンフレット） 
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（６） 広報（その他） 

マイタウン姪浜・マイタウン伊都（９月号） 

朝日新聞（5月31日／朝刊） 

 その他、  

 Ｊ:COM デイリーニュース 

 ９月30日（金）で イベント 

 当日の様子が放映されました！ 
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実施内容

備考

目的
藤の花について解説を行い，自然及び環境について関心を持っていただ
く。

講師 西区まるごと博物館自然部会会員　森　陽一　氏

開催場所 さいとぴあ 第１会議室

参加人数 １３人

スタッフからの
コメント

藤の花について、黒田家に代表されるように、歴史的な家紋の話から始
まり、藤の種類などの基礎知識を聞き、維持管理に至るまで学習しまし
た。藤は非常に日光を好むようで、間引き剪定を十分にしてやると立派
な花が咲くとのことでした。受講者の中には庭に植えている方もおり、
真剣に維持管理について質問していました。
会場場所等の理由で受講者がやや少なかったことが反省としてあげられ
ました。

開催日時 平成２８年４月２３日(土)  １３時３０分～１５時３０分

事 業 報 告 書

事業名 2．藤の花入門講座

担当部会 自然部会

参加者募集チラシ 
講義資料（抜粋） 
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実施内容

備考

目的
西区の歴史を身近に感じてもらうため，西区の山城跡・史跡を巡る。
西区の宝である，柑子岳城址を探訪するほか，光明寺等をめぐるツ
アー。（登山以外は貸し切りバスで移動）

開催場所 柑子岳，白木神社，光明寺，三所神社

参加人数 ２５人

スタッフからの
コメント

今回も自然部会の堀さん・上野さんに同行いただき，山城の説明に加え
て，柑子岳登山道の植物や樹上で鳴いている野鳥の説明も詳しくしてい
ただきましたので，参加者のみなさまにも非常に喜んでいただきまし
た。

開催日時 平成２８年４月３０日(日) ９時～１５時

事 業 報 告 書

事業名 ３．古代の山城跡・史跡めぐり

担当部会 歴史部会

スタッフの事前説明 柑子岳頂上での集合写真 

スタッフによる草木の説明 白木神社 
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スタッフからの
コメント

今回は比較的平坦な道を選びましたが，5.5kmの道のりは大変だった
かと思われます。
能古島にお住まいの方，アイランドパーク，スタッフ皆様方の協力で
無事開催でき，ありがとうございました。

実施内容

備考
＜イベント協力＞
　能古公民館，能古博物館，のこのしまアイランドパーク

事 業 報 告 書

事業名

開催日時

開催場所

参加人数

４．能古島散策ツアー

平成２８年５月１５日(日) ９時３０分～１３時３０分

能古島

２９人，地元協力２人

担当部会 企画・広報部会

目的
能古博物館，ピエトロ農園，のこのしまアイランドパークなど能古島の見
所を巡るウォーキング。　※健脚者向け

アイランドパークでの集合写真 壇一雄文学碑 

能古博物館館長による説明 能古焼古窯跡 
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スタッフからの
コメント

【自然部会】
 焼き物のランタンは独創性あふれる作品が多く，勾玉やポンポン船など手作
 りで親子一緒に楽しんでいただきました。自然観察ウォーキングは，２コー
 ス共人数が多く，かなたけの里の自然を十分に味わってもらえたと思います。
【歴史部会】
 歴史部会は勾玉づくりを実施しました。あいにくの雨の中ではありましたが，
 18組の親子の参加で勾玉づくりを楽しんでいただきました。

実施内容

備考 ＜イベント協力＞ かなたけの里公園

開催日時 平成２８年６月５日(日) １０時３０分～１６時

開催場所 かなたけの里公園

参加人数 ７４人

担当部会 自然部会，歴史部会

事 業 報 告 書

事業名 ５．西区まるごと博物館 in かなたけの里

目的
西区まるごと博物館推進会とかなたけの里公園が，焼き物でオリジナル
ランタンを作る，親子で楽しめる手作り教室を開催。その他，自然観察
ウォーキング，勾玉やポンポン船などの手作り教室，パネル展を開催。

手づくり教室（勾玉づくり） 手づくり教室（ランタンづくり） 

手づくり教室（ﾊﾞｰﾄﾞﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ） 自然観察ウォーキング 
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備考
ＲＫＢのローカルニュースで，イベントの様子が放映されました。
＜イベント協力＞
　(有)シーガルイン，愛宕浜シーラブクラブ，小戸サンライズセーリングクラブ

実施内容

目的
西区の自然にふれ，マリンスポーツを気軽に楽しんでいただくことで，
西区の魅力をPRする。

開催場所 小戸ヨットハーバー

参加人数 ４０人

スタッフからの
コメント

ヨット，カヌー，ウインドサーフィン，スタンドアップパドルサーフィ
ンの４種目中，２種目を選び体験していただきました。
天候，波，風などベストコンディションで，もっと長くしたい，との声
が多くあがりました。今回はインストラクターを増やして対応したた
め，「始めてでもマリンスポーツの楽しさが分かった」と言われ，ス
タッフ一同とても嬉しく思っております。

開催日時 平成２８年７月２３日(土) ９時30分～１５時

事 業 報 告 書

事業名 ６．海を楽しもう in 小戸ヨットハーバー

担当部会 自然部会

平成28年８月８日（月） 

西日本新聞 朝刊 

スタッフと参加者の集合写真 

自然部会代表による注意事項説明 

ｽﾀﾝﾄﾞｱｯﾌﾟｻｰﾌｨﾝ体験 

カヌー体験 

ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ体験 

小型ヨット体験 
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実施内容

備考
＜イベント協力＞
　姪浜小学校，探題塚を守る会，姪友会，姪浜消防分団，
　姪浜２丁目２区町内会，西区歴史よかとこ案内人連絡協議会

担当部会 企画・広報部会

開催日時 平成２８年８月2８日(土) １６時～１９時

開催場所 唐津街道姪浜宿，探題塚

参加人数 約８０人

スタッフからの
コメント

当日は，姪浜小学校，探題塚を守る会，姪友会，姪浜消防分団，そして
地域の皆様方の協力で，雨の中無事開催，終了できました。
スタッフの皆様方大変ありがとうございました。

事 業 報 告 書

事業名 ７．「西区の宝」灯明ライトアップ＆史跡案内

目的

「西区の宝」に認定登録されている，唐津街道姪浜宿沿いの町家と鎌倉時
代に九州探題の最後の任に当った渋川堯顕（たかあき）を祀った探題塚な
どのライトアップや，西区歴史よかとこ案内人の史跡案内を実施し，姪浜
の歴史を感じていただくイベント。「探題様お祭り」と同時開催。

スタッフが協力し灯明を作成 

「西区歴史よかとこ案内人」による史跡案内 

  姪浜消防分団のみなさま 

  にもご協力いただきました 
  手作り灯明には，姪浜小学校の 

  児童に絵を描いていただきました 
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備考 Ｊ－ＣＯＭ「デイリーニュース」で，イベントの様子が放映されました。

事 業 報 告 書

事業名 ８．夕涼みコンサート

担当部会 文化部会

実施内容

目的
子どもダンシングチーム『Ｄ－ＲＩＳＥ』とアフリカンパーカッション
＆ダンシンググループ『あふりかじゃんぐる』によるステージイベント。

開催場所 西区役所 玄関前広場

スタッフからの
コメント

前半は『D-RISE』。小中学生によるストリートダンスを中心に，普段の
練習の成果をはつらつと披露。次々と息つく間もなく軽やかなステップ
で，チームのメンバーが何より楽しそうだったのが印象的でした。
後半は『あふりかじゃんぐる』による演奏とダンス。強烈なリズムを奏
でる珍しい独特の打楽器は観客の注目の的でした。アフリカの部族の祭
りを想わせるユニークなステージでした。
どちらも汗だくの熱演に感動でした。暑い中，まるごとスタッフのみな
さまのご協力に心から感謝いたします。

開催日時 平成２８年９月１０日(土) １８時～１９時３０分

チラシ 

 スタッフによる会場設営の様子 

立ち見も出るほど盛況でした 

Ｄ－ＲＩＳＥ 

あふりかじゃんぐる 
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スタッフからの
コメント

今年は天気に恵まれ，絶好のクルージング日和になりました。
西福岡マリーナ，マリエラ号，まるごと歴史部会，その他スタッフの
皆様方ありがとうございました。感謝感謝です。
参加された方も大変喜んでおられました。

実施内容

備考

＜船内のガイド＞
　西区まるごと博物館歴史部会  井上氏，宮本氏，清田氏，岩田氏
＜イベント協力＞
　西福岡マリーナ マリノア

開催日時 平成２８年９月2７日(火)   14時20分～15時20分

開催場所 博多湾

参加人数 128人

担当部会 企画・広報部会

事 業 報 告 書

事業名 ９．秋のゆったりクルージング

目的
西福岡マリーナマリノアの協力で，クルーズ船マリエラで博多湾から西
区の宝（名所）を案内。敬老の日を記念して実施。

企画・広報部会代表あいさつ 歴史部会会員による説明 船内の様子 ① 

船内の様子 ② 船内の様子 ③ 集合写真 

21



スタッフからの
コメント

本企画が，西区のファンを増やすキッカケになれば，と思いながら案内
しました。小さな子どもと一緒に参加している家族とお話していたとこ
ろ，お父さんはバードウォッチングを始めるべく，双眼鏡の購入にまで
話が及びました。また，子ども達は，室見川の魚に触れ大興奮でした。
このようなイベントを通し，身近に自然の宝があることを知ってもらう
ことは，環境意識を高めることにも寄与できることと思います。

実施内容

備考
＜イベント協力＞
　福岡大学工学部社会システム工学科  伊豫岡助教，学生のみなさま

開催日時 平成２８年１１月６日(日) １０時～１４時３０分

開催場所 室見川河畔

参加人数 ２７人

担当部会 自然部会

事 業 報 告 書

事業名 1０．室見川自然観察ウォーキング

目的
自然について関心を持ってもらうために，室見川に生息する野鳥や魚，
草花についての解説を行う。
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スタッフからの
コメント

前回の室見川自然観察会が、晴天で気持ち良くしかも後半はカワセミがじっくり見られるなど大変
好評であり、今回も熱心なリピーターや自然大好きな参加者など、たくさん申し込みがありまし
た。今回の今津自然観察会は生憎の雨模様の天気ではありましたが、カモ類・サギ類などがたくさ
ん観察できました。約３０名の参加者、優秀な自然解説者達、ベテランのスタッフ、新進気鋭の新
人が勢揃いして万全の態勢で行事が進行されました。鳥の中では自然の宝の「クロツラヘラサギ」
も見られたし、お昼ご飯で立ち寄った「今津運動公園」で美味しいお土産も買えました。九大の清
野先生の「カブトガニ」の話で背泳ぎをする、青い血が細菌汚染試験に利用されていることなど、
知らないことや驚く事ばかりでした。次回は産卵の時期にもう一度観察会を行いたいものです。地
元の方々の熱心な話にも胸を打つものがあり、改めて地域の大事さを認識いたしました。今津干潟
は西区の宝でもあり、日本の宝、世界の宝です。「今津ばもっともっと大切にせにゃ、ほんなごと
罰があたるばい。」帰宅して風呂の中でそう思いました。

実施内容

備考 ＜イベント協力＞ 住みよい今津をつくる会

開催日時 平成２９年２月５日(日)  ９時３０分～１４時３０分

開催場所 今津干潟

参加人数 ３１人

担当部会 自然部会

事 業 報 告 書

事業名 １１．今津干潟自然観察ウォーキング

目的
自然について関心を持ってもらうために，今津干潟に生息する野鳥や
カブトガニ，草花についての解説を行う。

平成29年2月9日（木） 

糸島新聞 

平成2９年2月10日（金） 

西日本新聞 朝刊 
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スタッフからの
コメント

①5/21（土）「絹で解けた邪馬台国の謎～邪馬台国は福岡市にあった～」
   講師に萱島伊都男さんを迎えてお話をしていただきましたが，講和の内容が
ユニークでとても面白く，終了後は参加者から質問がたくさん出されて，時間
内に終了できない程でした。

②11/26（土）「庚寅銘の太刀」について
　講師に福岡市経済観光文化局の大塚紀宣さんを迎えてお話をしていただきま
した。現場を直接担当されたお話と，発掘された刀に施された金象嵌の文字の
内容について，また暦にまつわる詳しい解説に，参加者からは驚きの声が上が
り，とても盛り上がった講座になりました。今までの講演とは違った考古学研
究者の参加がありました。

③2/25（土）「新たに知る西区の歴史」「地名から読み解く西区の歴史」
　講師を，当推進会歴史部会の倉光正彦さん，清田央さんにお願いしました。
　清田さんは縄文時代から平成に至る西区全体の歴史について，また倉光さん
には地名にまつわる古代から続く，身近な西区の歴史についてお話していただ
きました。
　途中，休憩時間に歴史部会会員の募集案内を行いましたが，残念ながら今回
入会はありませんでした。
　参加者からは，とてもわかり易くて良かった，との感想をいただきました。

実施内容

備考

開催日時
①平成２８年５月2１日(土) １３時３０分～１６時４５分
②平成２８年１１月２６日(土) １４時～１６時３０分
③平成２９年2月２５日(土) １３時３０分～１６時２０分

内容/開催場所

①「絹で解けた邪馬台国の謎～邪馬台国は福岡市にあった～」/さいとぴあ
②「庚寅銘の太刀」について/西市民センター
③「新たに知る西区の歴史」
　「地名から読み解く西区の歴史」/西市民センター

参加人数
①４４人（一般参加者２６人，まるごと１８人）
②４０人（一般参加者３０人，まるごと１０人）
③４５人（一般参加者３４人，まるごと１１人）

担当部会 歴史部会

事 業 報 告 書

事業名 12．知ってとくする！！西区歴史講座（全３回）

目的
西区の歴史に関心を持ち，身近に感じてもらうために市民公開講座を
開催する。

第１回 第２回 

第３回 
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１３．その他の活動 

【福岡マラソン２０１６の応援】 

 平成２８年１１月１３日（日）に開催されました，福岡マラソン２０１６に， 

 本推進会でも応援団をつくり，西区のマリノアシティ福岡前で応援しました。 

【西区どんたくへのブース出展】 

 平成２８年５月３日（火），４日（水）に開催されました，西区どんたくに本推進会 

 も出展しPRを行いました。 
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【「西区の自然物語」・「西区歴史よかとこ案内」パネル展 】 
 
 西区にあふれている自然と歴史の魅力を多くの方に知っていただくために開催している，  

 写真と文章のパネル展示会です。 

 ５月には１週間，アクロス福岡１階コミュニケーションエリアに，４０枚を超えるパネル 

 を掲示しました。買い物帰りの方など多くの方が足を止め，パネルに見入っていました。 

 そのほか，９月に開催された「西区まるごと博物館 in 姪浜中央公園 2016」においても， 

 パネルの展示を行い，「西区の宝」を積極的にＰＲしました。  

【親子手作り教室】 

 公民館などで実施し，子ども達にもの作りの楽しさを体験してもらっています。 

 夏はポンポン船やランタン，冬は松ぼっくりのクリスマスツリーというように，季節ご 

 とに異なるもの作りを体験できます。  

   

←ランタン作り↓ 

←クリスマスツリー作り 
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Ⅲ 交流会，研修会 

  西区まるごと博物館推進会は、組織の活性化を図ることを目的として，他団体との   
  「交流会」及び外部から講師を招聘しての「研修会」を実施しています。 

当日は天候に恵まれ，福岡市と糸島市との交流ということで，糸島観光フレッシュガイ
ド様のご案内で，雷山千如寺（ここでは法話１時間），雷神社，曲り田遺跡，宇美八幡
宮，新町遺跡など豊富な歴史を再確認いたしました。ありがとうございました。 
また，意見交換会では，西区と糸島との垣根を外し，お互いをＰＲし交流を続けて行う
と意見の確認をしました。糸島観光フレッシュガイドの皆様方感謝感謝です。 
本当にありがとうございました。 

   １．交流会 

   ２．研修会 

 ・開催日 平成２９年２月２８日（火） 
 ・講 師 (株)まちづくり計画研究所 代表取締役 今泉 重敏 氏 
 ・参加者 西区まるごと博物館推進会 ２１名     

推進会活動は平成17年に発足以来今年で12年経過し，活動のマンネリ化が懸念されて
いる時期，これを防ぐとともに，楽しいまちづくりを提案されている「(株)まちづくり
計画研究所」の今泉重敏先生に，会のみんなが再び活動の意欲に燃えるような提言をし
て頂きました。会員個人個人が持っている特技を活かす事，町中に溢れている面白い地
域遺産（宝）を発掘するのも楽しい事であると教えて頂きました。 

 ・開催日 平成２９年２月２３日（木） 
 ・交流先 糸島観光フレッシュガイド    
 ・参加者 西区まるごと博物館推進会 １９名，糸島観光フレッシュガイド １１名    
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Ⅳ 「西区の宝」について 

西区に存在する自然・歴史・文化・活動団体などの魅力ある地域資源やそれらを保存・

育成するような活動を行う人・団体について，市民からの推薦をもとに「西区の宝」 

として認定する事業です。 

今年度は，地域活動団体としてＮＫＪＬ（西区こども会ジュニアリーダー）が西区の宝

として認定・登録され，西区の宝は１４０件になりました。 

また，「西区の宝」パンフレットを活用して，依頼があった学校や各種施設等への出前

講座を行います。 

 

【２８年度認定登録】 

↑ 川岡会長より認定証を授与 

１．認定登録事業 

宝の区分 名 称 

活動団体 
（その他の活動） 

ＮＫＪＬ（西区子ども会ジュニアリーダー） 

↑ 認定式でのダンスの様子 

↑ 認定証を手に，みんなで１枚 

ＮＫＪＬ（西区子ども会ジュニアリーダー） 
 

西区子ども会育成連合会のスタッフとして， 
中学生・高校生及びその卒業生で組織され， 
球技大会・文化祭での司会等，子ども達を 
対象とした行事に，西区内・市内で幅広く 
活動しています。 
特に，夏の一泊研修は，西区内の小学５・ 
６年生約７０名を対象に，全てジュニア
リーダーが企画・運営を行っています。 
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西区の宝を広く知っていただくために，紹介用の冊子を作成しております。 

その他，「西区の宝」をPRするために，カレンダーを2,500部作成，配布しました。 

4月始まりの年度カレンダーということで，重宝していただきました。 

２．広報 

←↑「西区の宝」紹介用冊子 

 ↑「西区の宝」カレンダー 
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Ⅴ おわりに 
 
■推進会の目標と今後の活動 

 
西区にあふれる様々な地域資源や地域のために活動する人・団体

（人的資源）といった「西区の宝」を掘り起こして整理し，広く知

られ，宝がより魅力的になるような仕掛けを加えて，多くの人が西

区の宝に触れられる場を提供していきたいと考えています。 

また，西区の宝に関わる人・団体のネットワークづくりなどを積極

的に行っていきたいと考えています。 

  

 

自然・歴史・文化・活動団体などの西区の宝に関する情報を募集

しています。 
  
 詳しくは，推進会事務局（西区役所振興課）まで  

 ＊西区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.fukuoka.lg.jp/nishi/index.html 

 ＊西区まるごと博物館推進会ホームページ        
  http://www.city.fukuoka.lg.jp/nishiku/c-shinko/charm/marugoto/index.html 

 ＊西区フェイスブック「ぷらり にしく」 
    https://www.facebook.com/f.nishiku 

 
   

 
 
 

  一緒に活動していただける方を随時募集しています。 

  興味がある方は，事務局までお気軽にご連絡ください。 
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西区まるごと博物館スタッフ名簿 

（敬称略／五十音順） 

（平成2９年3月現在） 



西区まるごと博物館 

「平成２８年度 西区まるごと博物館推進会事業報告書」 

平成２９年３月 発行 

  
発行元 西区まるごと博物館推進会 

（事務局：西区役所総務部振興課） 

  

〒819-8501 福岡市西区内浜１－４－１ 

TEL：(092)895-7032（ダイヤルイン） 

                 FAX：(092)885-0467 

          E-mail shinko.NWO@city.fukuoka.lg.jp 

         

        表紙題字 肥塚 一彦 氏 

       

 

西区フェイスブックページ「ぷらり にしく」 
【公式ｱﾄﾞﾚｽ】 
 https://www.facebook.com/f.nishiku 
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