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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月に発足しました。13年目を迎えた現在は，

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29年度 事業一覧 参加者数 

4/22 大樹入門講座＆見学会 26人 

5/1 木の葉モール ワークショップ出展 会員の活動 

5/3,4 西区どんたくPRブース出展 会員の活動 

5/14 能古島「西区の宝」ウォーク 41人 

5/21 蒙古山，妙見山登山と北崎史跡巡り 25人 

6/4 自然を楽しもう in かなたけの里  76人 

6/17 知ってとくする!！西区歴史講座（第１回） 41人 

7/22 海を楽しもう in 小戸ヨットハーバー 34人 

9/2 夕涼みコンサート 約500人 

9/24 西区まるごと博物館 in さいとぴあ2017 約10,000人 

9/26 秋のゆったりクルージング 152人 

10/7 叶岳自然観察ウォーキング 25人 

10/21 知ってとくする!！西区歴史講座（第２回） 23人 

10/21,22 環境フェスティバルふくおか2017 ブース出展 会員の活動 

11/11 鐘撞山登山と今宿地区史跡巡り 17人 

11/12 福岡マラソン2017 応援 会員の活動 

11/18 クリスマスツリーづくり（壱岐南公民館講座） 14人 

2/10 室見川自然観察ウォーキング 雨 天 中 止 

3/10 知ってとくする!！西区歴史講座（第３回） 71人 

3/11 西区環境フェスティバル2018 ブース出展 会員の活動 
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■日時： 平成２９年９月２４日（日）10時00分～15時00分

■場所： さいとぴあ，JR九大学研都市駅南口広場，イオンモール福岡伊都

■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 10,0００人

■主な催し：

（１）体験型イベント

① 親子手づくり教室

（竹細工，バードペインティング）

② 勾玉づくり

（２）まるごとステージ

（３）西区「歴史の宝」パネル展

（４）歴史＆自然観察ウォーキング

（５）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

１．西区まるごと博物館 in さいとぴあ ２０１７ 

 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

ベントを例年開催しており，この度13回目となる「西区まるごと博物館 in さいとぴあ

2017」を開催しました。今年は，西都校区誕生をお祝いする意味合いも込め，『いと

にぎわい祭り』と同日・同会場で一緒に開催するという初めての試みとなりました。 

 結果として，例年以上のお客様にご来場いただき，当推進会の活動を知っていただく

非常に良い機会となりました。 

[会場①] JR九大学研都市駅南口広場 

年　月 会　場

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

第12回 平成28年9月 姪浜中央公園

■過去の開催状況： [会場②] さいとぴあ（まるごとステージ） 
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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

		第12回 ダイ カイ		平成28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（竹細工・バードペインティング）
参加者数： 合計 ７２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：４０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。

大学生トリオの活躍で，椅子が不足するほど盛況でした。 

竹笛は人気のため売り切れで，会場に音が響いていました。 

バードペインティングも人気で，スタッフが立ち通しで，やっと昼食という状況でした。 

天候に恵まれ，親子連れの参加者で盛況でした。今回はイスに腰掛

けて机の上で勾玉づくりを楽しんでいただけるよう配慮いたしまし

た。「自分だけの宝」と，大事そうに首に掛けて喜んでいる子ども

達にスタッフも笑顔になれました。 
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（２） まるごとステージ

 

 

③ 北崎太鼓 「海音」

出演団体：11団体 

○「西区の宝」の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。さらに今年は，西

部七校区より，２団体にご出演いただきました。

今回は「いとにぎわい祭り」と共同開催だったこ

とで、何かと初めての経験でした。会場が「さい

とぴあ多目的ホール」のステージで勝手が違い出

演者もスタッフも少々戸惑ったこともありました

が、雨天の心配からは解放されました。 

今回はボランティアさんも多くスタッフも増え、

いろいろな場面にも協力して切り抜けることがで

きました。 

「いとにぎわい」のスタッフや出演団体メンバー

と情報交換も出来て良い交流の場となりました。 

心身ともに苦労もありましたが終わってみれば楽

しい一日だったと思います。 

① 今津人形芝居保存会 ② ギターアンサンブルカノン ④ フォークダンスハーモニーズ 

⑤ 野方台大正琴「花みずき」
周船寺公民館大正琴教室

 ⑥ 今宿纏太鼓＆今宿玄洋子ども太鼓 ⑦ 元岡民芸保存会 ⑧ 鳴子ダンス笑桜会 ＆
アートフリー伊都舞姫

⑨ 創作和太鼓の会 花鼓周 ⑩ 今宿青木獅子舞保存会 ⑪ 西区合唱団「西風」 【エンディング】 
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（３） 西区「歴史の宝」パネル展

（４） 歴史＆自然観察ウォーキング

メイン会場のさいとぴあを出発し，近くの山の鼻古墳公園～若八幡宮古墳～姫宮神社～

宮崎安貞書斎～一宮神社などを，約９０分間巡りました。さいとぴあには沢山のお客様

が来場されていましたが，ウォーキング募集は，残暑の中，突然の呼び掛けとなり，参

加者がなかなか集まらず苦戦しました。

午前の部８人，午後の部６人が参加を希望され，水物を持って出発です。

参加者は，古墳や神社の歴史，宮崎安貞の農業の工夫の方法など，スタッフの熱心な話

に「なるほど．．．」と耳を傾けていました。姫宮神社近くの池の野鳥ウォッチングで

は，望遠鏡を覗きながら，ダイサギなどの動作を楽しんでいる親子の姿も見られました。

さいとぴあの近くに，古墳や自然がまだまだ沢山残されていることを，参加者のみなさ

んも私たち自身も新発見が出来ました。担当者４人のチームワークで事故も無く，参加

者に喜んで頂いた達成感を味わっております。

会場が「さいとぴあ」２階の通路際の狭いスペースでしたので，歴史パネルを少し減ら

して展示しました。今回は歴史部会会員だけで来場者対応をしました。 

西区にある史跡や神社，寺院など，とても熱心に見ていただき，部会員も色々な質問に

も分かり易く説明することに努めました。 
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（５） 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 1,000 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２３団体のほか，西部七校区より元岡校区・玄洋校区・今津校区の３団体

が出店し，「いとにぎわい祭り」との相乗効果で会場がとても賑わいました。
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出店団体 

 天候にも恵まれ，開催場所が「さいとぴあ」だったこともあり，飲食・物 

 販も例年以上に賑わいました。出店者の皆々様に感謝申し上げます。 

 また，多くの方が抽選会に参加していました。協賛企業よりたくさんの豪 

 華な景品をいただき，ありがとうございました。 
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（６） ご協賛一覧

ご 協 賛 

ありがとうございました！ 
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（７） 広報（開催案内記事）

■市政だより （西区版／9月15日号） ■ ■公民館だより ■ 

■マイタウン姪浜・伊都（９月号） ■

この他，ホームページやfacebookなど 

各種広報媒体でイベントのＰＲを行いました 
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（７） 広報（事前告知用チラシ等）

西区まるごと博物館 
チラシ・ポスター

いとにぎわい祭り 
ＤＭ・ポスター 

（７） 広報（当日配布パンフレット①）
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（７） 広報（当日配布パンフレット②）
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（７） 広報（実施報告）

マイタウン伊都（11月号）

 その他、  

 Ｊ:COM デイリーニュース 

 ９月26日（火）で イベント 

 当日の様子が放映されました！ 

糸島新聞（９月27日） 

西都校区自治協議会だより 
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事 業 報 告 書

事業名 2．大樹入門講座＆見学会

担当部会 自然部会

実施内容

備考

事業内容
・目的

西区を中心に、大樹について説明。維持されている状況をバスで現場に
行き観察。自然の宝への理解を深める。

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 ＜入門講座＞さいとぴあ　＜見学会＞熊野神社，高祖神社，飯盛神社

参加人数 ２６人

スタッフからの
コメント

参加者26名とスタッフは、集合場所からバスで「さいとぴあ」に移動
し、第２会議室にて森講師から大樹に関する講座を受講しました。昼食
後、西区横浜の熊野神社に向かい、自然の宝でもある今山特別緑地保全
地区内のスダジイやスギなどの大樹の前で説明を聞き樹木の知識を深め
ました。また、スタッフによる今山タンポポ群生地や今山に関する歴史
の説明にも参加者は聞き入っていました。その後、高祖神社ではクス、
ヤマモモ、ご神木であるオガタマを観察し、飯盛神社では樹齢500年を
超えるクスノキや御神木のナギノキの説明を聞きました。

開催日時 平成２９年４月２２日（土）9時30分～15時45分

糸島新聞 
（4月27日） 

自然部会 森氏による説明 

集合写真（高祖神社） 
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事 業 報 告 書

事業名

開催日時

開催場所

参加人数

３．能古島「西区の宝」ウォーク

平成２９年５月１４日（日） 8時45分～12時45分

能古島

２５人，地元協力２人

担当部会 企画・広報部会（自然部会，歴史部会）

事業内容
・目的

能古博物館，いろり村，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

スタッフからの
コメント

今回は以前よりも楽に廻れた感じがしました。歩いている途中でお子さ
ん達が野イチゴを見つけて「初めて食べた」と言って喜んでいました。
スタッフの説明も好評でした。
能古島にお住まいの方，のこのしまアイランドパークの皆様の協力に感
謝いたします。

実施内容

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

会長挨拶 スタッフによる説明（白鬚神社）

能古博物館 

楽居窯 
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事 業 報 告 書

事業名 ４．蒙古山，妙見山登山と北崎史跡巡り

担当部会 歴史部会

実施内容

備考

事業内容
・目的

西区の歴史を身近に感じてもらうため，西区の史跡を巡る。
鎌倉時代の要衝蒙古山，山麓の里人から親しまれた妙見山に登る。下山
して，万葉集にも残る北崎の東林寺や五ヶ浦廻船の港の神社を巡る。

開催場所 蒙古山，妙見山，白木神社，三所神社，くじら石，東林寺，小田観音

参加人数 ２５人

スタッフからの
コメント

低山ではあるものの，普段は登山客もなく，蒙古山山頂の蒙古記念碑や
妙見山のパゴダ（仏舎利塔）など，参加者には貴重な体験をしていただ
きました。
また，北崎の自然や神社，寺院，万葉歌碑などを案内，天候にも恵まれ
て，気持ち良く一日を楽しんでいただきました。

開催日時 平成２９年５月２１日（日） 9時00分～16時00分

頂上での休憩 登山前の集合写真 

スタッフによる説明（東林寺）道無き道を進む 
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担当部会 自然部会，歴史部会

事 業 報 告 書

事業名 ５．自然を楽しもう in かなたけの里

事業内容
・目的

西区まるごと博物館推進会とかなたけの里公園が，親子で楽しめる
手作り教室（竹細工・バードペインティング・勾玉）を開催。
その他，自然観察ウォーキングも実施。

開催日時 平成２９年６月４日（日） 10時30分～16時00分

開催場所 かなたけの里公園

参加人数 ７６人

スタッフからの
コメント

天気にも恵まれ、クワガタの竹細工とセキセイインコに色付けをする
バードペインティングを実施しました。竹細工では、ドリルでの穴あけ
に苦戦していました。また、公園の周辺の自然を観察する自然観察
ウォーキングも実施しました。
歴史部会は、勾玉づくりを実施しました。スタッフの説明を受けながら
参加者の子供たちは熱心に磨いていました。

実施内容

備考 ＜イベント協力＞ かなたけの里公園

手づくり教室（勾玉づくり） 

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 

自然部会スタッフの軽快なトークによる呼び込み 
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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

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。

＜イベント協力＞ 福岡市ヨットハーバー，(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

事業内容
・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 ３４人

スタッフからの
コメント

マリンスポーツが普及したためか，参加者のスタイルが変わってきまし
た。マリンシューズ，ラッシュガードを着た親子，兄弟が増えてきまし
た。
スタッフを増やしましたが，もっと実施時間を増やして欲しいとの要望が
出てきました。
スタッフとしてはうれしい限りです。

開催日時 平成２９年７月２２日（土） 9時30分～15時00分

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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開催日時 平成２９年９月２日（土） 19時00分～20時30分

開催場所 西区役所 玄関前広場

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。

実施内容

来場者数 約５００人

スタッフからの
コメント

地域で人気のベテランのジャズバンドで、「太陽は燃えている」のパンチの
きいたオープニング曲でした。会場は大いに盛り上がり、客席から手拍子も
起こるなど会場が一体となって華やかなコンサートとなりました。
観客からは「また呼んでほしい！」とのうれしい声もあり、うちわ片手に涼
をとりながら１時間半を大いに楽しんでいただきました。
また今回も区役所、他の部会メンバーのみなさまの力強いご支援を頂き感謝
しております。即、来年の企画に思いを馳せています。

事 業 報 告 書

事業名 ７．夕涼みコンサート

担当部会 文化部会

事業内容
・目的

様々な職業や年齢のメンバーで構成されたジャズバンド『West Coast
Breeze（ウエストコーストブリーズ）』によるミニコンサート。

チラシ MCの小田さんにはいつも 
本当にお世話になっています！ 

スタッフによるチラシ配り

ウエストコーストブリーズのみなさんによる軽快な演奏 「夕涼みコンサート」としては過去最多 

のお客様にご来場いただきました 
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担当部会 企画・広報部会

事 業 報 告 書

事業名 ８．秋のゆったりクルージング

事業内容
・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。

開催日時 平成２９年９月2６日（火）14時３0分～15時３0分

開催場所 博多湾

参加人数 １５２人

スタッフからの
コメント

西福岡マリーナ マリノアの協力で，今回は能古島を一周した事が好評で
した。
この「秋のゆったりクルージング」は，いつも人気があり，今回も喜ん
でいただいたようです。また，解説も分かりやすく，非常に良かったと
聞いております。

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  清田氏，岩田氏

＜イベント協力＞
　西福岡マリーナ マリノア

船内の様子 ① 船内の様子 ② 参加者とスタッフの集合写真 

参加者受付 いざ乗船！ 歴史部会会員による解説 
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担当部会 自然部会

事 業 報 告 書

事業名 ９．叶岳自然観察ウォーキング

事業内容
・目的

自然について関心を持ってもらうため，叶岳をウォーキングしながら，
生息する野鳥や草花についての解説を行う。

開催日時 平成２９年１０月７日（土） 10時30分～14時00分

開催場所 叶岳

参加人数 ２５人

スタッフからの
コメント

天気にも恵まれて、野方台のスタート地点で入念な準備体操とスズメバ
チなどの危険生物の対処法の説明の後、自然林が多いわんわんコースを
登りました。自然部会のメンバーの自然案内で、植物の説明、鳥の鳴き
声などの解説をしながら、ゆっくりと登りました。登山コースは良く整
備されていて、市民ボランティアさん達により休憩所などが数か所、作
られていて市民の皆さんに愛されて、大事にされていることがわかりま
す。
汗をかいて尾根道に着き、叶ヶ嶽神社付近で昼食、帰りは正面コースを
野方台に降りました。

実施内容

備考

 出発前の入念な準備体操 ↑ 自然部会スタッフによる説明 ↓ 

 叶嶽神社本殿前での記念撮影 
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担当部会 歴史部会

事 業 報 告 書

事業名 10．鐘撞山登山と今宿地区史跡巡り

事業内容
・目的

西区の歴史を身近に感じてもらうため，西区の史跡を巡る。
由緒ある鐘撞山登山と今宿地区の史跡を巡る。

開催日時 平成２９年１１月１１日（日） 8時30分～14時30分

開催場所 鐘撞山，若八幡宮古墳，山の鼻１号墳，今宿大塚古墳

参加人数 １７人

スタッフからの
コメント

前日の雨による足場の悪さが心配されていましたが，幸い当日は天候も
良く，山の中は普段と変わりなく歩くことが出来て，一人の脱落者もな
く無事下山することが出来ました。
頂上からの眺望は素晴らしく，参加者全員に喜んでいただきました。
古墳の上での昼食など，皆さんに十分に楽しんでいただきました。

実施内容

備考

鐘撞山山頂からの絶景 
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担当部会 歴史部会

事 業 報 告 書

事業名 11．知ってとくする！！西区歴史講座（全３回）

事業内容
・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。

開催日時
① 平成２９年　６月１７日（土） 13時30分～15時30分
② 平成２９年１０月２１日（土） 13時30分～15時30分
③ 平成３０年　３月１０日（土） 14時00分～16時30分

内容/開催場所
①「元寇防塁」について/さいとぴあ
②「福岡市西部地域出土の「木製品」が意味するもの」/さいとぴあ
③「邪馬台国は畿内大和にはなかった」/西市民センター

参加人数
① ４１人（一般参加者２８人，まるごと１３人）
② ２３人（一般参加者１４人，まるごと　９人）
③ ７１人（一般参加者５９人，まるごと１２人）

スタッフからの
コメント

① 6/17（土）「「元寇防塁」について」
講師に今津在住の柳田純孝さんを迎えて，元寇防塁について，とても

分かり易く，珍しい写真も交えて講演していただきました。最新の元寇
防塁の話題も含めた興味深い話に，参加者も熱心に聴講されていまし
た。

② 10/21（土）「福岡市西部地域出土の「木製品」が意味するもの」
講師に板付遺跡指導員（元：福岡市埋蔵文化財課長）の山口譲治さん

を迎えて，山口先生が実際に発掘に携わった遺跡の出土物，木製品を中
心に講演していただきました。特に，西区上山門のツイジ遺跡出土の木
製品について詳しい解説をされました。他にも，邪馬台国に関わる興味
深い話等で参加者の注目を集めました。

③ 3/10（土）「邪馬台国は畿内大和にはなかった」
講師に元福岡市役所OBで博多湾の水質浄化で世界的評価を受けた異色

の古代史研究家 藤本昇さんを迎えて講演をしていただきました。今まで
の歴史講座の記録（抽選で66名）を超える来場がありました。邪馬台国
の位置を表現する里程の検証や「卑弥呼の鏡」といわれる三角縁神獣鏡
の成分分析を通じて鏡に関する各種の矛盾を解析され、「邪馬台国は畿
内大和にはなかった」ことを結論づけられました。

実施内容

備考

第１回 第２回 第３回 
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担当部会 自然部会

事 業 報 告 書

事業名 12．環境フェスティバル（①福岡市，②西区）

事業内容
・目的

福岡市環境局，西区生活環境課主催の「環境フェスティバル」に，西区
まるごと博物館推進会のブースを出展。
手づくり教室などを通し，当推進会の活動をＰＲする。

開催日時
① 平成２９年１０月２１日（土） 11時00分～16時00分

２２日（日） 10時00分～14時00分
② 平成３０年　３月１１日（日） 10時30分～16時00分

開催場所
① 福岡市役所西側 ふれあい広場
② さいとぴあ

来場者数
① 延べ ３３,０００人（２日間計／総来場者数）
② 延べ  7,０００人

スタッフからの
コメント

① 自然部会を応援して頂いていた故 野坂氏(今宿上ノ原)の遺作である竹細
工のクワガタ作りと竹細工の販売を行いました。大学生のスタッフ及び小学
生のボランティアスタッフの活躍で品切れがでるほどでした。大きな声で呼
びかける小学生に足を止める人も多く，楽しい一日でした。二日目は台風に
よる大雨・強風が予報され，早目の終了となりました。

② ①と同内容でしたが，ホール内でダンスや歌を楽しみながらの実施とな
りました。お子さんやお孫さんを伴った方々と世代を超えて竹細工に興味を
もって頂きました。特に竹のクワガタは大人気で，手に持って会場内を歩く
子ども達が多数見かけられました。

実施内容

備考

環境フェスティバルふくおか2017 西区環境フェスティバル2018 
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１3．その他の活動 

【福岡マラソン2017の応援】 

平成２９年１１月１２（日）に開催されました，福岡マラソン2017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２９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，活動内容のPRを行いました。 
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【「西区の宝」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，３０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。その他，９月に開催された「西区まるごと博物館 in さい

とぴあ２０１７」においても，パネル展示を行い，「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。さらに５月には，橋本の「木の葉モール」で行われたイベ 

ントに初出展しました。

  

5月1日（月） 

木の葉モール 
ワークショップ

←クリスマスツリー作り 

5月15日（月）～21日（日） 

アクロス福岡 パネル展
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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」や，外部から講師を招聘しての「研修会」を実施しています。

当日はあいにくの雨模様でしたが，西区まるごと博物館推進会会員が20名参加し

ました。姪浜駅よりバスで出発し，博多区役所にて博多ガイドの会のみなさまと合

流し，御供所公民館へ向かいました。 

御供所公民館では，両団体会長挨拶，参加者全員の自己紹介の後，互いの活動内容

の紹介を行いました。同じ「市民ボランティア団体」でありながら，その活動内容

には大きな違いが見られ，大変勉強になりました。 

その後，雨の中，博多部の歴史地区を博多ガイドの会の丁寧なガイドで視察。福岡

に住みながら，博多の奥深さを改めて実感しました。 

昼食後は，知っているようで知らなかった博多駅構内を視察。ＪＲ九州とＪＲ西日

本の境界線などとても興味深かったです。 

本日は一日を通して，丁寧かつ濃密なガイドをしていただき大変勉強になりました。

次回は，博多ガイドの会のみなさまを西区へご招待したいと思います。 

最後になりますが，博多区役所のみなさま，御供所公民館のみなさま，そして博多

ガイドの会の皆々様方，大変ありがとうございました。 

  【交流・研修会】 

・開催日 平成３０年２月１５日（木）１０時３０分～１７時００分

・交流先 博多ガイドの会

・参加者 西区まるごと博物館推進会 ２０名 ，博多ガイドの会 １０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，新たに下記の３件が西区の宝として認定・登録され，西区の宝は１４３件 

になりました。 ＜自然：32件／歴史：64件／文化：10件／活動団体：37件＞ 

 【平成29年度 認定・登録】 

１．認定登録事業 

宝の区分 名 称 

地域活動団体 
（文化を守る団体） 

玄界小中学校和太鼓 

地域活動団体 
（文化を守る団体） 

壱岐いきまるごと踊り隊 

地域活動団体 
（自然を守る団体） 

室見川再生を語る会 

玄界小中学校和太鼓 室見川再生を語る会 壱岐いきまるごと踊り隊 

『西区の宝』 認定・登録おめでとうございます！ 
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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2,000部作成しております。 

その他，「西区の宝」をPRするために，カレンダーを2,600部作成，配布しました。 

市民センターや公民館の他，病院の待合室など様々な場所で掲示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（西区役所企画振興課）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30年3月現在） 



西区まるごと博物館

「平成２９年度 西区まるごと博物館推進会事業報告書」

平成３０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 企画振興課） 

〒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」 
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