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  東区総務部生涯学習推進課 
 

 

【 次 第 】 

 

１ 事務局あいさつ 

 

２ 辞令交付 

 

３ 委員・職員（生涯学習推進課・指定管理者）紹介 

 

４ 委員長選出 

 

5 議 題 

 (１)東市民センター利用状況について 

 

(２)平成２９年度主催事業の実施状況について 

 

(３)平成３０年度主催事業の事業計画及び実施状況について 

 

(４)指定管理者の施設運営に関する取組状況等について 

 

(５)その他 
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氏　　名

木村
キ ム ラ

　真美
マ ナ ミ

※新任

扇
オオギ

　哲久
テツヒサ

丸岡　良光
マルオカ　　　　ヨシミツ

山下
ヤマシタ

　喜久男
キ ク オ

※新任

堤　幸子
ツツミ サチコ

川添
カワゾエ

　浩美
ヒ ロ ミ

※新任

山下
ヤマシタ

　由美
ユ ミ

※新任

大寳　孝子
オオタカラ タカコ

三宅
ミ ヤ ケ

　弘之
ヒロユキ

熊谷　知子
クマガイ トモコ

花田
ハ ナ ダ

　健司
ケ ン ジ

渋谷  紀勢子
シブヤ キセコ

田村　典明
タムラ　　　　　ノリアキ

緒方
オ ガ タ

　泉
イズミ

※新任

東区総務部生涯学習推進課職員名簿

氏　　　名 担　当　業　務 人権教育推進員

横山
ヨコヤマ

　誠二
セイジ

課の統括 田村
タムラ

　郁夫
イクオ

柴田
シバタ

　博和
ヒロカズ 主催事業の企画・運営

指定管理者との連絡調整 谷
タニ

　正博
マサヒロ

小畑
オバタ

　浩
ヒロシ

社会教育の指導・助言 大野
オオノ

　市
イチ

朗
ロウ

柿元
カキモト

　寿
トシ

秀
ヒデ

社会教育の指導・助言

井口
イグチ

　夢
ユメ

乃
ノ 主催事業の企画・運営

指定管理者との連絡調整

東区公民館館長会会長

保育ボランティア団体「かすみ草」代表

福岡女子大学名誉教授

九州産業大学地域共創学部地域づくり学科教授

生涯学習推進係員

社会教育関係者

家庭教育関係者

学識経験者

役　　　　　職

課　　　　　　長

生涯学習推進係長

主　　　　　　査
（人権教育及び社会教育の推進担当）

主　　　　　　査
（人権教育及び社会教育の推進担当）

東区人権尊重啓発連絡会議会長

東区自治組織会長会事務局長

福岡市立東市民センター運営審議会委員名簿

東区中学校ＰＴＡ連合会担当副会長代表

東区子ども会育成連合会会長

東区ねんりんクラブ連合会会長

東区男女共同参画連絡協議会会長

任期　2017年7月1日から2019年6月30日まで

役　職　名

東区スポーツ推進委員女性委員長

東区小学校ＰＴＡ連合会担当副会長

委嘱区分

学校教育関係者

東箱崎小学校校長

青葉中学校校長

※新任は2018年7月1日から2019年6月30日まで



　

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
２６年度 4,411 5,279 5,572 8,254 6,308 4,948 6,633 15,682 7,745 5,087 6,182 6,666 82,767
２７年度 6,644 4,723 5,444 5,917 5,952 5,073 8,549 16,893 7,350 2,888 5,761 7,268 82,462
２８年度 4,039 2,621 9,252 10,136 10,126 10,568 14,497 15,354 11,835 8,666 11,248 10,801 119,143
２９年度 10,893 10,714 16,044 14,392 14,663 12,015 17,256 13,549 11,307 9,069 11,756 14,722 156,380
３０年度 11,445 9,048 16,470 - - - - - - - - - 36,963

※H28.6実施オープニングイベント（15,000）を除く。

【参考】：なでしこルーム（フリースペース）推計利用人員（28年6月より）  ★上記の外数

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
２８年度 － － 3,192 4,200 4,366 3,672 3,724 3,543 2,939 3,485 3,391 2,827 35,339
２９年度 2,816 3,829 3,720 3,896 4,934 4,022 3,999 4,229 3,299 3,866 3,878 2,479 44,967
３０年度 3,109 3,993 21,328 - - - - - - - - - 28,430

※H30.5までは推計値。H30.6は入口カウンター数の1/2。

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
２６年度 224 256 273 302 228 277 292 318 258 245 266 285 3,224
２７年度 254 244 275 299 259 280 313 288 264 219 244 291 3,230
２８年度 247 144 326 446 387 447 464 488 427 394 478 496 4,744
２９年度 418 432 471 494 475 479 495 484 420 432 470 481 5,551
３０年度 460 452 522 - - - - - - - - - 1,434

利用状況（平成30年6月末）                         　　　　　　　　　　   

利用の推移（26年度～30年6月末〈月別〉）

　（１） 利用人員

　（２） 利用件数
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※28年度6月

より新ｾﾝﾀｰ 

※28年度6月

より新ｾﾝﾀｰ 



ホール 視聴覚室 第１会議室 第２会議室 第３会議室 第１和室 第２和室
第１

多目的室
（大楽屋）

第２
多目的室

（中楽屋A）

第３
多目的室

（中楽屋B)

第１実習室
（工作室）

第２実習室
（調理実習

室）
研修室 音楽室

（５００） （７２） （４２） （３６） （１６） （２０） （３０） （３６） （５０）

（８００） （７５） （６６） （４８） （２６） （１６） （１６） （４５） （２４） （２４） （３０） （３６）

件　数 206 339 303 262 482 420 226 405 581 3,224 269

人　員 33,546 11,649 5,714 4,152 3,788 4,066 2,420 7,341 10,091 82,767 6,897

利用率 55.3% 48.6% 51.5% 42.2% 56.7% 49.9% 38.7% 53.9% 70.0% ー 51.9%

件　数 204 327 298 282 499 410 240 388 582 3,230 269

人　員 35,174 10,871 6,708 5,240 3,748 3,577 2,475 5,736 8,933 82,462 6,872

利用率 53.1% 44.6% 48.8% 43.8% 58.9% 50.5% 39.4% 51.2% 67.8% ー 50.9%

件　数 22 37 39 32 67 52 27 46 69 391 196

人　員 2,000 1,128 654 424 402 352 183 640 877 6,660 3,330

利用率 21.5% 39.1% 44.9% 32.6% 61.6% 53.6% 30.4% 42.8% 54.3% ー 41.7%

件　数 262 371 310 394 546 515 464 275 412 472 213 119 4,353 435

人　員 48,239 11,390 8,761 8,825 5,808 3,768 3,314 7,250 4,931 5,813 2,459 1,925 112,483 11,248

利用率 63.6% 65.4% 56.5% 64.3% 76.6% 75.8% 69.4% 60.3% 71.1% 77.3% 40.7% 26.2% ー 62.3%

件　数 358 511 373 466 668 591 597 387 549 568 278 205 5,551 462

人　員 78,551 14,325 10,164 9,647 7,009 4,757 3,650 8,306 6,467 7,467 3,112 2,925 156,380 13,031

利用率 72.5% 70.6% 57.7% 64.0% 78.9% 76.0% 72.7% 63.2% 77.2% 78.2% 39.6% 37.1% ー 65.6%

件　数 90 133 96 115 172 158 154 107 142 151 68 48 1,434 478

人　員 17,008 3,907 2,718 2,531 1,639 1,135 928 2,265 1,535 1,917 853 527 36,963 12,321

利用率 66.7% 68.9% 54.5% 62.5% 84.1% 77.7% 74.2% 64.0% 70.5% 79.2% 44.7% 34.8% ー 65.1%

件　数 261 8.1% 748 23.2% 1,861 57.7% 354 11.0% 3,224

人　員 8,344 10.1% 20,267 24.5% 31,767 38.4% 22,389 27.1% 82,767

件　数 242 7.5% 697 21.6% 1,945 60.2% 346 10.7% 3,230

人　員 10,639 12.9% 17,881 21.7% 30,420 36.9% 23,522 28.5% 82,462

件　数 25 6.4% 64 16.4% 292 74.7% 10 2.6% 391

人　員 313 4.7% 2,037 30.6% 4,055 60.9% 255 3.8% 6,660

件　数 192 5.0% 827 21.4% 2,370 61.4% 468 12.1% 3,857

人　員 6,504 6.4% 29,976 29.5% 41,192 40.5% 24,047 23.6% 101,719

件　数 251 4.5% 984 17.7% 3,627 65.3% 689 12.4% 5,551

人　員 9,872 6.3% 37,942 24.2% 61,393 39.2% 47,173 30.2% 156,380

件　数 46 3.2% 267 18.6% 1,008 70.2% 113 7.8% 1,434

人　員 991 2.6% 8,620 23.3% 18,155 49.1% 9,197 24.8% 36,963

※団体区分

生涯学習推進課（指定管理者含む）の主催又は共催事業
社会教育団体、地域団体、企業団体、政治団体、宗教団体、その他の法人団体、労働組合など

子育てや歴史ガイドなどのボランティアグループや趣味的な活動グループなど

　・公共機関 主催事業を除く本市の利用や国・県・他市町村、学校関係など

２７年度 3,230 4,452 6,055 4,579 3,288 4,129 4,259 29,992

２８年度 4,744 4,142 6,038 4,618 2,960 4,175 4,101 30,778

２９年度 5,551 4,158 5,841 4,412 3,132 3,873 4,207 31,174

２７年度 82,462 101,323 143,865 121,298 75,579 95,616 123,658 743,801

２８年度 119,143 85,002 124,720 139,238 71,696 95,919 134,384 770,102

２９年度 156,380 107,090 144,842 131,104 70,391 94,903 132,028 836,738

【参考】
月平均旧センター（定員）

新センター（定員）

２6年度
※旧センター

２7年度
※旧センター

西

　・主催事業

区　　　分 東 博多 中央

（４） 団体別利用状況(H30.6月末現在)

（３） 部屋別利用状況(H30.6月末現在)

部屋区分

計

２8年度
※旧センター

５月まで

２8年度
※新センター

６月から

29年度
※新センター

30年度
※新センター

団体事業

南

　・団体事業
　・ｸﾞﾙｰﾌﾟ
   ・ｻｰｸﾙ

２6年度

27年度

２8年度
※旧センター

５月まで

２8年度
※新センター

６月から

（５）センター別利用状況(H30.3月末現在）

ｸﾞﾙｰﾌﾟ・
ｻｰｸﾙ活動

公共機関 計

計

２9年度
※新センター

城南 早良

３０年度
※新センター

件　数

人　員

団体区分 主催事業

※東－２８年6月オープニングイベント（１５，０００）， 
     ２８年６月からのなでしこルーム（推計：３５，３３９）を除く。 
 
※博多―27年１２月～２８年９月，工事のためホール休止 



 

 

1. 基本理念 

市民センターは，区における生涯学習やコミュニティ活動を支援する施設として，多様な学習機会の提供と 

ともに，誰もが安全で安心して暮らせる地域づくり，男女が共同参画できる社会づくり，子どもが元気に育つ 

まちづくりなど，地域活動の支援に向けた事業の実施や人材育成に努めます。 

また，利用者の立場に立ち，利用者に親しまれる施設運営に努めます。 

 

２. 事業の重点目標 

ますます進展する国際化，情報化，少子高齢社会，格差の拡大など，最近の著しい社会の変化は，人々の 

ライフスタイルや価値観を一層多様化させ，生活課題の複雑多岐化を招いています。また，こうした中で， 

子どもや障がい者，外国人等が社会から孤立し，困難な状況におかれてしまうことが課題となっています。 

   誰もが生きやすい健全な社会づくりに向け，社会的包摂の視点をもって，様々な地域・社会課題解決に役立つ 

学習機会や情報の提供等ができるよう事業・取組みの充実に努めます。 

また,事業の重点目標については，自己評価を行います。 

（１）市民ニーズに応える学習機会の提供 

市民自らが課題を設け，企画から運営まで主体的に係わる市民企画講座の実施や，東区の特色を活かした 

事業の推進をはじめ，歴史や自然，暮らしや芸術・文化など，市民ニーズに対応した多様性に富んだ学習機会

の提供に努めます。また，事業実施に際しては，子どもや障がい者，外国人等，社会的に困難な状況におかれ

ている方々の参加機会の充実に努めます。 

（２）地域づくり活動への支援 

地域づくりに果たす生涯学習の役割として，地域活動を担う人材の発掘・育成に役立つ様々な事業を実施 

します。 

（3）人権教育の推進 

「福岡市人権教育・啓発基本計画」に基づき，子どもから高齢者まで全ての人々の一人ひとりの人権が尊重

される社会づくりをめざし，様々な人権について学び，解決につなげることができる研修・学習機会の実施や

学習・相談，指導・助言に取り組みます。 

（4）利用者の立場に立った施設運営 

施設の運営・管理を行う指定管理者と連携して，利用者のニーズに応えた柔軟な対応など利用者に親しまれ

る施設運営を推進します。また，指定管理者が持つ知識や経験を活用し，利用者数の増加に努めるとともに，

企画事業の円滑な運営が行えるよう，行政と指定管理者の連携を図ります。 

    

平成２９年度 東市民センター運営方針 



【事業名】

（公民館，PTA）

（校区人権尊重推進協議会）

平成２9年度 東市民センター（東区生涯学習推進課）主催事業体系

【区分】 【主な対象者】

市民企画講座 （一般市民）

地域活動支援事業

子育て支援ボランティア・サポータースキルアップ
講座 （地域保健福祉課・子育て支援課、東区社会福祉協議会、
  子どもプラザ、かすみ草との共催）

(子育て支援
ボランティア）

国際化､芸術･文化の振興､
その他の事業

日本語教室
 （国際部、日本語ボランティアグループとの共催）

（外国人等）

男女共同参画社会づくり講座
 （地域支援課との共催）

（一般市民）

子育て支援ボランティア・サポーター養成講座
（地域保健福祉課・子育て支援課、東区社会福祉協議会、
  子どもプラザ、かすみ草との共催）

（一般市民）
子育て活動等支援
事業

歴史再発見事業（歴史ボランティア養成講座(隔年実施)など） （一般市民）

校区人権尊重推進協議会の育成・支援

（一般市民等）

ＰＴＡ研修講座
（東区小学校ＰＴＡ連合会・東区中学校ＰＴＡ連合会との共催）

（ＰＴＡ等）

ＰＴＡ人権教育研修担当者連絡会 （ＰＴＡ委員）

公民館職員人権研修 （公民館職員）

子ども会育成会等指導者研修会
 （東区子ども会育成連合会との共催）

（子ども育成会保護者）

人権教育推進交流会 （関係支部､公民館､人尊協）

ＰＴＡ研究集会
（東区小学校ＰＴＡ連合会・東区中学校ＰＴＡ連合会との共催）

（ＰＴＡ等）

広報紙づくり講習会

人権教育研修への助言・指導

（外国人及び一般市民）
外国人との交流推進事業
 （※国際交流事業実施団体との連携を検討）

人権に関する関係団体
支援事業

東区人権尊重啓発連絡会議関係事業

社会教育関係団体
育成事業

（ＰＴＡ）

人権に関する主催事業

人権セミナー
 （九州産業大学との共催）

（一般市民）

（一般市民）
なみき芸術文化祭
 （企画振興課・総務課・地域支援課との共催）

なみきスクエア指定管理者による芸術・文化事業
　※詳細別紙
（生涯学習推進課も連携して実施）

（人権啓発団体等）

★新規 

★新規 

★拡充 



1.地域活動支援事業

時　期　等 内　容

平成29年度主催事業実施状況

事　業　名

市民企画講座

実施日：２～３月

回数：４回

定員：２０～３０名

　市民の自主企画による講座を募集・選考し，企画者が企画から運
営まで主体的に関わることにより，市民の企画力や行動力を養成
し，地域活動　に必要とされる人材の発掘・育成を図る。また，市
民ニーズに応えた学習機会を提供する。

①『みんなの朗読ワークショップinなみきスクエア
                ～宮沢賢治の世界を味わおう！～』
【目的】子どもからご高齢の方まで，誰でも簡単に楽しむことがで
きる朗読を通じて，頭も身体も心も楽しく元気になることを目的と
する。
【企画者・講師】朗読家・朗読講師・音訳者　小島　香奈子
【日程・内容】
▽第１回　２月２５日(日)　１４～１６時 （参加者：２９名）
　・腹式呼吸，発音，滑舌練習
　・文学作品の解釈とは
　・抑揚表現の基礎
▽第２回　３月４日(日)　１４～１６時（参加者：２７名）
　・腹式呼吸，発音，滑舌練習
　・会話表現の工夫
　・発表会に向けて
▽第３回　３月１８日(日)　１４～１６時（参加者：２６名）
　・腹式呼吸，発音，滑舌練習
　・発表会リハーサル
▽第４回　３月２５日(日)　１４～１６時（参加者：２８名）
　・発表会
　作品A:『注文の多い料理店』　作品B：『セロ弾きのゴーシュ』

②【人に伝わる文章の書き方】
【目的】文章は少し工夫するだけで，自分の思いや考えを伝わりや
すくできるということを学ぶ。また，地域やPTAの広報紙や書類等
がうまく書けない，SNSやメールで相手を不快にさせないようにし
たい，といった悩みを解決できるきっかけとする。
【企画者・講師】編集者・ライター　矢野　美恵子
【日程・内容】
▽第１回　３月１日(木)　１０～１２時（参加者：３２名）
　・文章の書き方のコツをつかもう
▽第２回　３月８日(木)　１０～１２時（参加者：２２名）
　・実際に書いて人に伝えてみよう
▽第３回　３月１５(木)　１０～１２時（参加者：２０名）
　・自分の文章の傾向をつかもう
▽第４回　３月２２日(木)　１０～１２時（参加者：２２名）
　・人に伝わる文章を書こう

成　果

　両講座とも定員を上回る応募があり，受講者アンケートも概ね評価が高かった。①朗
読ワークショップは，発表会など今までの講座にないような新たな取り組みもあり，受
講者間の繋がりも生まれた。

課題及び今後の改善点

　企画の募集はホームページとチラシで行ったが，市政だよりなども活用し，幅広く周
知したい。
　想像していた講座内容と違ったとの声もあり，広報内容を工夫すべきと感じた。また
年度末ぎりぎりでの実施になったため，今後は時期に余裕をもって計画的に取り組みた
い。



実施：９月

回数：３回

定員：100名

　男女が互いにその人権を尊重しながら責任も分かち合い，性別に
かかわりなくその個性と能力を十分に発揮できる社会の実現のため
に家庭や地域，職場で実践できることを考える。

第１回　　９月１日(金)　１０：００～１２：００
　「男女が生き生きと暮らせるまちづくり」～区長と語る～
　【講師】東区役所　区長　小西　眞弓
　（参加者）１０６名
　
第２回　　９月２２日(金)　１０：００～１２：００
　 地域の活動報告
　　「東箱崎」　「青葉」　「多々良」
　　（参加者）９４名
　
第３回　　９月２９日(金)　１０：００～１２：００
　 初の女性駅長（新幹線博多駅）として
  【講師】ＪＲ西日本新幹線博多駅　駅長　富澤　五月
　（参加者）１３６名

実施：通年
※歴史に関心をもつ
方を増やすための

イベントは２～３月
に実施

　年５回のさんぽ会主催歴史ガイド探訪の広報等協力，
　街の歴史に関心をもつ方を増やすためのイベント実施。

○パネル展示『東区歴史再発見～東区を歩けば歴史に当たる！～』
　２月２３日（金）～３月２日（金）　場所：ひまわりひろば
・Ｙ氏（山田孝之氏）のブログ（「Ｙ氏は暇人」）を引用した
  東区路上遺産の紹介
・主になみきスクエアを拠点に活動する歴史ボランティア団体
 （さんぽ会，福岡東歴史の会）の活動等の紹介
・東区の主な伝統行事の紹介（福岡市博物館作成）
・東区の歴史を紹介する動画（「東区歴史さんぽ」）の放映
・東区，市博物館，経済観光文化局文化財部作成パンフレットの
  設置
　〔観覧者数：５２５名〕

○トークショー『街の歴史を知る喜び・楽しみ』
　２月２４日（土）１５：００～１６：３０
  場所：ひまわりひろば
　【出演者】福岡市博物館　館長　有馬　学
　　　　　　福岡市史編さん室　主任学芸主事　杉山　未菜子
　　　　　　福岡テンジン大学　学長　岩永　真一
　〔観覧者数：１００名〕

　歴史再発見事業

※イベント
（共催）

東区歴史ガイドボランティア
連絡会（さんぽ会），

福岡市博物館
（協力）

福岡東歴史の会，
Ｙ氏（山田孝之氏）

男女共同参画社会づくり講座
(連携)

東区男女共同参画連絡協議会

成　果

　人々が性別に関わりなく，自分の個性と能力を生かせる社会の創造を目指す男女共同
参画社会づくりの現状と「一人ひとりが生き生きと輝くために」地域等で実践できるこ
とを学んだ。

課題及び今後の改善点

　地域支援課主催の男女共同参画に関する事業との調整が必要。

成　果

　パネル展示，トークショー共に，多数の方に参加いただき，東区の歴史に関心をもっ
てもらうことができた。また，さんぽ会や歴史の会，福岡市博物館等と連携すること
で，内容を充実させることができた。

課題及び今後の改善点

　あまり歴史イベント等に来ることが少ない若年層に来てもらいたいという目論見が
あったが，結果的には高齢者層の参加が多かった。次回は，もっと若年層にも来てもら
えるよう，告知方法等をより工夫したい。



2.子育て活動等支援事業
時　期　等 内　容

子育て支援ボランティア・
サポーター養成講座

（共催）
東区地域保健福祉課
東区子育て支援課
東区社会福祉協議会
東区こどもプラザ

かすみ草
(子育て支援

ボランティア団体)

子育て支援ボランティア・
サポーター

スキルアップ講座

（共催）
東区地域保健福祉課
東区子育て支援課
東区こどもプラザ

かすみ草
(後援)東区社会福祉協議会

　どの回も受講者アンケートの評価が高く，「大変勉強になった」との声もあり，テー
マのとおり”学び直し”の機会になった。遊び，食，多様な支援というようにバラエ
ティに富んだ講座内容も好評であった。

課題及び今後の改善点

　３０年度からサポーター養成講座，スキルアップ講座を統合するため，初心者にも分
かりやすく，かつ活動中の人も満足できるような講座を実施していきたい。

成　果

　地域での子育てに興味がある人だけでなく，子育て中の人も数名参加されており，実
習もあることでより理解が深まった。グループ形式で講座を行うなど受講者間のコミュ
ニケーションも図ることができた。

課題及び今後の改善点

　受講者が少なく，ボランティア団体と繋がりたいという人が少なかった。３０年度か
らスキルアップ講座と統合し，初心者でも参加しやすく理解しやすい内容になるよう，
テーマや募集方法等工夫して実施していきたい。

成　果

事　業　名

　現在，公民館などで子育て支援ボランティアの活動を行っている
方や子育て支援活動に興味がある方の技術向上を目的に実施する。

『学び直して新発見！
　～子育て支援について復習してみませんか？～』

▽第１回　２月１３日(火)　１０～１２時
　・遊びについて学ぶ(参加者：３３名)
　【講師】九州あそびの研究所　所長　中島　宏

▽第２回　２月２０日(火)　１０～１２時
　・食について学ぶ(参加者：２６名)
　【講師】東区保健福祉センター健康課　管理栄養士　菰口　恵美

▽第３回　２月２８日(水)　１０～１２時
　・多様な支援について学ぶ(参加者：２９名)
　【講師】東部療育センター　わかば園　園長　住吉　真美

実施：２月

回数：講座３回

定員：３０名

実施：１０～１１月

回数：講座３回，
　実習１回(計４回)

定員：３０名

　地域における子育て支援を推進するために，ボランティアを目指
している人などを対象に，基礎的な講義や実習などを中心とした養
成講座を実施。子育て支援について関心を高め，子育て支援サーク
ルやサロン，育児サークルで活動するボランティアを養成する。

『みんなで楽しむ子育て～できることから始めるボランティア～』

▽第１回　１０月２３日(月)　１０～１２時
　・子育て支援について学ぶ～楽しみながらできる子育て支援とは
　　(参加者：１１名)
　【講師】福岡市香椎保育所　保育士　林　和恵・久保　育子

▽第２回　１０月３１日(火)　１０～１２時
　・子育ての「今」～行政と地域の活動報告～(参加者：１０名)
　【講師】東区地域保健福祉課職員　他

▽第３回　１１月６日～１７日
　・現地実習　子どもプラザ，かすみ草，公民館サロンなど
　【講師】各ボランティアの方々

▽第４回　１１月２４日(金)　１０～１２時
　・できることから始めるボランティア(参加者：１３名)
　【講師】地域で子育て応援の会「いっしょにね」　梯　裕子



3.国際化，芸術・文化の振興，その他の事業
時　期　等　 内　容

実施：通年

回数：毎月午前午後
毎４回程度
（金曜日）

　日本語能力の不足から，日常生活に支障をきたす東区在住の外国
人を対象に，語学ボランティアが日本語を指導し，国際交流の一端
を担う。
〔平成２９年度受講者数：６８４名〕

実施：３月２１日

回数：１回

　東区におけるベトナム人居住者の増加を踏まえ，一緒にベトナム
料理を作り，食するなどの交流の機会をつくり，生活者として相互
を理解し，外国人と共生する地域づくりを目指す。

　○３月２１日（水・祝）１０：００～１４：００
　・ベトナムを知ろう
　〔参加者：ベトナム人留学生（福岡女子大学・九州産業大学）
　　　　　　５名，一般参加者１６名〕
　　留学生による故郷や日本での生活等の紹介，
　　一般参加者との対話。
　　留学生と一般参加者でのベトナム料理の調理・食事

実施：６月４日

※絵画展示は６月
１０日まで

「なみきスクエア」の開館１周年を記念し，にぎわいあふれ，多く
の人が交流し，芸術文化を感じられるまちづくりを進める。

○ホールプログラム
九州交響楽団メンバーによる演奏，城東高校吹奏楽部による演奏，
九響メンバーによる城東高校への公開指導，地域団体等（１２団
体・個人）による演奏等（※児童養護施設の子どもたちによる合唱
を含む）
○ひまわりひろば
東区の中学校，美術協会，大学，障がい者施設，公民館，子ども会
の美術作品展示等
○並木広場
東区内の３大学や志賀島の食の出店等
※指定管理者，東図書館及び利便施設（パン屋）によるイベント等
も実施
〔参加者数：約３，２００名〕
　※６月４日分のみ。並木広場を除く。

実施：通年

※別紙指定管理者
報告のとおり

　別紙指定管理者報告のとおり

※市関連施設との調整や，広報支援等，生涯学習推進課が連携して
実施する。

日本語教室

（共催）
総務企画局国際部
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ

（のぞみ日本語教室）

外国人との交流推進事業

なみき芸術文化祭

（主催）
東区区民ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会

成　果

　本講座は，今年度で開講２０周年を迎える。日本語のレベルが初級から上級まで幅広
く対応しており，多様な国から多くの外国人が参加している。

　調理室を活用する事業であり，部屋の定員の関係から少ない参加者数にせざるを得な
かった。
　校区で実施している交流事業と差別化し，区の事業としてどのような内容が効果的な
のか，検討して３０年度事業に生かしたい。

成　果

　九響や城東高校の演奏，九響メンバーによる城東高校への公開指導，児童養護施設の
子どもたちの参加等，バラエティにとんだプログラムで観客も満足されていた。

課題及び今後の改善点

　ホールの進行・運営に十分な体制が組めなかったため，進行が円滑にいかない場面が
あった。また，出演団体が多かったため，終了時間が遅くなり間延びした感じがあっ
た。
　３０年度は進行・運営体制や実施時間等を見直すこととした。

課題及び今後の改善点

　日本語のレベルが初級の人やほとんど話せない人があまり継続していない。受講者の
ニーズの把握や広報をより積極的に行っていきたい。

成　果

　一般参加者・留学生共に参加者の満足度が高く，相互理解を進めるよい交流機会と
なった。

課題及び今後の改善点

事　業　名

なみきスクエア指定管理者
による芸術・文化事業



4.人権に関する主催事業
時　期　等 内　容

実施：２月

回数：１回

　関係支部，公民館，人権尊重推進協議会，人権のまちづくり館，
東区生涯学習推進課が相互に連携を深めるための交流会を実施し，
区における人権教育の効果的な推進を図る。
　○２月７日（水）津屋集会所〔参加者:３０名〕

人権セミナー

人権教育推進交流会
（同和問題に関する交流会）

事　業　名

　交流会では研修及び各団体事業報告等の情報交換会を行うことで，各団体の活動の充
実につながっていると考えられる。

課題及び今後の改善点

　交流会の継続と当初の目的である「部落差別の現実に行政が学ぶ」というコンセプト
を明確に持ち続けることが大切である。

成　果

　前年度同様に，外国人留学生を講師とした講演会では，身近な外国人の語る人権問題
について，参加者に耳を傾けていただいた。
　作家・まん画家の歌川たいじ氏を講師に迎えた講演会は，３３３名の方の参加があっ
た。
　講演会３回の参加者数には違いがあったが，参加者の満足度は３回とも高かった。

課題及び今後の改善点

　様々な国の外国人留学生の講演が聞けるように，引き続き，外国人留学生を講師とし
た講演会を実施したい。
　講演のテーマや講師等を検討する際，引き続き，一般市民の参加促進も考慮していき
たい。

成　果

実施：６～７月

回数：３回

　テーマ：「文化としての人権を考える」
　人権は，人類が生み出した大切な文化であり，すべての人が夢と
希望に満ちた，自分らしく輝いた人生を送るために必要不可欠なも
のである。
この講座は，日頃私たちの暮らしの中にある様々な事柄について人
権の視点から取り上げ，人権が大切にされる社会のあり方について
学ぶもので，九州産業大学の協力を得ながら，実施する。
○第１回　６月１５日（木）１３：３０～１５：００
　徳は教えられるか？　～自らの道徳性を見つめ直す～
　【講師】九州産業大学准教授　松原　岳行
　　　　　　　　　　　　　 　　〔参加者：１６１名〕
○第２回　６月２３日（金）１３：３０～１５：００
　母さんがどんなに僕を嫌いでも
　　　～親子関係の心の傷を乗り越えて～
　【講師】作家・まんが家　歌川　たいじ
　　　　　　　　　　　　　　   〔参加者：３３３名〕
○第３回　７月１３日（木）１３：３０～１５：００
　・第二の故郷　福岡に住んで学ぶ
　　　～外国人留学生から見た身近な人権～
　【講師】九州産業大学留学生（大学院）　姜　成芳
　・アジアの首都　福岡に住んで学ぶ
　　　～外国人留学生から見た身近な人権～
　【講師】九州産業大学留学生（学部）　ヘイン　ピェ　ピョー
　　                           〔参加者：１４１名〕
             〔３回合計参加者：６３５名〕



実施：５月

回数：１回

　単位ＰＴＡにおける人権教育研修が円滑に，より効果的に実施さ
れるよう，人権教育の意義や目的について認識を深めると共に，企
画・運営方法等についての理解を図る。
○５月１７日（水）１０：００～１２：００
【対象者】小・中・特別支援学校ＰＴＡの人権教育研修担当委員長
　　　　　及び副委員長
【内　容】講義「ＰＴＡで効果的な人権教育研修を進めるために」
【講　師】生涯学習推進課　人権教育推進員
【説　明】ＰＴＡ人権教育研修の実施に伴う事務手続き等について
 　　　　　　　　　　〔参加者：８６名〕

実施：９，２月

回数：２回

　人権問題に関する公民館職員の資質の向上を図り，人権尊重を基
底に据えた公民館運営や効果的な事業の推進を図る。
【対象者】公民館職員（館長・主事）
　○９月１５日（金）　　　〔参加者：５８名〕
【講　師】生涯学習推進課 主査
　○２月１５日（木）　　　〔参加者：６３名〕
【講　師】福岡県警察本部少年課
　　　　　福岡少年サポートセンター係長　堀井　智帆

ＰＴＡ人権教育研修
担当者連絡会

公民館職員
人権研修

　予算が設定されていない事業のため，基本的には外部講師が利用できず，研修の幅や
質の確保に苦労する（内部講師または出前講座が主体となる）

成　果

　マニュアルを活用して説明したことで，区役所への事務処理に関する問い合わせの電
話が，前年度よりも減少した。

課題及び今後の改善点

　役員交代等により，具体的な研修実施方法があまりよくわからない単位ＰＴＡが多い
ようなので，引き続き，参考資料として事務処理マニュアル等を作成し，各単位ＰＴＡ
に配布する必要がある。

成　果

　参加型の研修も取り入れ，人権について考える機会とすることができた。
　また，外部講師の参加者アンケートでは「内容が有意義だった」とする５段階評価の
５と４が９５．８％と高い評価を得た。

課題及び今後の改善点



5.社会教育関係団体育成事業
時　期　等 内　容

実施：５～６月

回数：各１回

　ＰＴＡ活動の基本的なあり方や役員・委員としての役割などにつ
いて認識を深め，今後のＰＴＡ活動の効果的な推進を図る。小学
校，中学校ごとに各１回実施する。
【対象者】　ＰＴＡ役員・委員
〔小学校〕
○６月８日（木）　１０：３０～１２：３０
【内容】講義　「ＰＴＡの役割」
【講師】福岡市ＰＴＡ協議会副会長　西村　早苗
【内容】講義　「人権意識を高めるＰＴＡ活動」
【講師】生涯学習推進課　人権教育推進員
　　　　　　　　　　　　　〔参加者：：４４２名〕
〔中学校〕
○５月２３日（火）　１０：３０～１２：３０
【内容】講義　「ＰＴＡの役割」
【講師】福岡市ＰＴＡ協議会副会長　藤野　二朗
【内容】講義　「人権意識を高めるＰＴＡ活動」
【講師】生涯学習推進課　人権教育推進員
　　　　　　　　　　　　　〔参加者：　３６０名〕
　　　　　　　　　　〔２回合計参加者：８０２名〕

実施：８月

回数：各１回

　ＰＴＡ活動をよりよく展開していくため各単位ＰＴＡの実践事例
をもとに研究協議を行い，今後の単位ＰＴＡ活動の効果的な推進を
図る。
〔小学校〕２９校
○８月２２日（火）
　　　Ａブロック　　９：３０～１２：００
　　　Ｂブロック　１３：００～１５：３０
　会場　東市民センター
　・分科会
　①組織・運営　②広報　③学年学級　④地域活動
　⑤人権・成人教育
　　　　〔参加者：第５分科会(Ａ・Ｂ合計)　７０名〕
〔中学校〕１５校
○８月２６日（土）１０：００～１２：００
　会場　東市民センター
　・分科会
　①組織・運営　②学年・学級活動　③地域活動　④人権教育
　⑤広報活動
　　　　〔参加者：第４分科会　３０名〕

成　果

　東区の小学校や中学校のＰＴＡ連合会事務局と，密な連絡をとり，情報共有するよう
努め，円滑に実施できた。

課題及び今後の改善点

　東区小学校ＰＴＡ連合会や，東区中学校ＰＴＡ連合会が，研究集会を円滑に実施でき
るように，引き続き支援する。

成　果

　東区の小学校や中学校のＰＴＡ連合会事務局と，密な連絡をとり，情報共有するよう
努め，円滑に実施できた。
　各研修講座における講演内容を，講師の知識・経験等を踏まえたものとしたため，参
加者は共感を持って受講できたようだ。

課題及び今後の改善点

　東区小学校ＰＴＡ連合会や，東区中学校ＰＴＡ連合会が，研修講座を円滑に実施でき
るように，引き続き支援する。

ＰＴＡ研究集会
〔小・中〕

（共催）
東区小学校ＰＴＡ連合会，
東区中学校ＰＴＡ連合会

事　業　名

ＰＴＡ研修講座
〔小，中〕

（共催）
東区小学校ＰＴＡ連合会，
東区中学校ＰＴＡ連合会



実施：５月

回数：１回

　広報紙づくりの基礎知識と技術を身につけるための講座を実施
し，広報の充実に役立てる。
〇５月１５日（月）１０：００～１５：００
【対象者】　ＰＴＡ広報委員
【講師】　　フリー編集者　浅草研二　　〔参加者：５７名〕

6.人権に関する関係団体支援事業
時　期　等 内　容

実施：通年

　「人権が尊重されるまちづくり」の地域における自主的な推進組
織づくりの促進と，区民の人権意識の確立を目的に，区内の関係機
関・団体が連携して取り組んでいくため組織された区人権尊重啓発
連絡会議の各種の事業を事務局として効果的に行っていく。
○総会・委員研修会　７月１２日（水）
　テーマ　歴史から学ぶ人権「江戸時代の身分と差別」
　　　　　～　教科書にはどう書かれているのか　～
　　　　　イシタキ人権学研究所　所長　石瀧　豊美　氏
〇人権を考えるつどい　　９月２９日（金）
 【内容】映画「きみはいい子」上映　　〔参加者：３２８名〕
〇広報紙｢コスモス｣の発行（市政だより２月１５日号と同時配布）
〇人権尊重啓発活動交流会
　（２月２７日（火）　実践報告・情報交換）〔参加者：９１名〕

課題及び今後の改善点

（総会・委員研修会）
　人権尊重啓発連絡会議，委員研修の成果を校区活動にどう反映させていくかが課題で
ある。
（人権を考える集い）
　２９年度は初参加者や若い年齢層も増加したが，全体的に高齢者の割合が高い。子ど
もや若者を取り込むための講師やテーマ選定について引き続き検討が必要である。
（人権尊重啓発活動交流会）
　人尊協の予算・決算や広報紙の作り方，研修の進め方など実践に役立つ研修について
も検討の必要がある。

　具体的な広報紙作成のためのノウハウを学ぶ良い機会であった。２９年度は他区で評
判の講師を招き，企画の立て方等も含めた内容で実施し，参加者５７名のアンケートで
「大変参考になった」（９８％）の高評価を得た。（昨年は85.7%）

課題及び今後の改善点

　３０年度は２９年度と同じ講師で行うが，３１年度は３０年度のアンケートの結果に
より検討したい。

成　果

（総会・委員研修会）
　委員研修については，歴史から人権を学ぶをテーマとして，小中学校の教科書に身分
と差別がどのように記述されているのか，その変遷について学ぶことができた。
（人権を考えるつどい）
　３２８名という例年に比較して多数の参加者を得た。初参加者は４２．３％（昨年
30.8%）だった。また，参加者のアンケートでも高評価を得た。
（人権尊重啓発活動交流会）
　参加者アンケートで「役に立った」（８８％）との高評価を得た。

成　果

人権教育・啓発の推進

事　業　名

ＰＴＡ活動支援事業
（広報紙づくり講座）

　(１)東区人権尊重啓発連絡
　　　会議関係事業
  (事務局：東区
           生涯学習推進課)



実施：通年

　各公民館及び小・中・特別支援学校ＰＴＡにおける人権教育研修
への助言・指導を行う。
○公民館人権問題学習講座（人権講座，継続講座，サークル研修，
　地域別研修）
○ＰＴＡ人権教育研修会（委員役員研修，会員研修）

実施：通年
校区人権尊重推進協議会組織づくりの促進と活動の育成･支援を行
う。

（公民館）
　他の各種団体との共催で，子どもの保護者や各種団体役員，子どもなど，研修対象者
を広げていく取り組みが行われている。また今年度は，継続した研修を行う公民館も
あった。
　今後も引き続き，公民館人権教育研修として様々な取り組みが行われるように，各公
民館の取り組みへの助言等が必要と思われた。
（ＰＴＡ）
　研修の充実を図るためにも，ＰＴＡ人権研修における学校の関わりは不可欠であり，
引き続き，校長会をはじめとして協力を要請していく。
　ＰＴＡ役員委員が毎年交代する傾向にある中、研修実績を積み重ねつつ，内容的に
は，人権問題を身近なものとして捉えていただくために，引き続き，参加型の要素を取
りれる等の工夫が求められている。

成　果

　２７校区（２６団体）に設置された校区人権尊重推進協議会等に支援・助言を行い，
区全体では８７回・５１７７人が参加した講演会等が開催された。

課題及び今後の改善点

　校区人権尊重推進会議未設置校区に設置を働き掛ける。

成　果

（公民館）
　東区内のほぼすべての公民館で，年２回以上の研修会を実施することができた。ま
た，公民館が人権教育研修を実施していく際の一助となるように，区で参考資料を作成
し，配布した。
（ＰＴＡ）
　東区内小・中・特別支援学校ＰＴＡで，役員・委員研修及び会員研修を実施した。ま
た，各ＰＴＡが人権教育研修を実施していく際の参考となるように，区でマニュアルを
作成し，配布した。

課題及び今後の改善点

(２)人権教育研修への
助言・指導

（公民館・ＰＴＡ）

(３)校区人権尊重推進
協議会の育成・支援



 

 
 

1. 基本理念 

市民センターは，区における生涯学習やコミュニティ活動を支援する施設として，多様な学習機会の提供と 

ともに，「人を大切にし，みんながいきいきと活躍できるまち」「子どもが健やかに育つまち」など，東区の 

まちづくりの目標実現に向けた事業の実施や人材育成に努めます。 

また，利用者の立場に立ち，利用者に親しまれる施設運営に努めます。 

 

２. 事業の重点目標 

ますます進展する国際化，情報化，少子高齢社会，格差の拡大など，最近の著しい社会の変化は，人々の 

ライフスタイルや価値観を一層多様化させ，生活課題の複雑多岐化を招いています。また，こうした中で， 

子どもや障がい者，外国人等が社会から孤立し，困難な状況におかれてしまうことが課題となっています。 

このような状況を踏まえ，２９年度から引き続き，誰もが生きやすい健全な社会づくりに向け，社会的包摂の 

視点をもって，様々な地域・社会課題解決に役立つ学習機会や新たな出会いや体験を得る機会，情報の提供等が  

できるよう事業・取組みの充実に努めます。また,事業の重点目標については，自己評価を行います。 

（１）市民ニーズに応える学習機会の提供 

市民自らが課題を設け，企画から運営まで主体的に係わる市民企画講座の実施や，東区の特色を活かした 

事業の推進をはじめ，子育て支援，芸術・文化の振興など，市民ニーズに対応した多様性に富んだ学習機会の

提供に努めます。また，事業実施に際しては，子どもや障がい者，外国人等，社会的に困難な状況におかれて

いる方々の参加機会の充実に努めます。 

（２）地域づくり活動への支援 

地域づくりに果たす生涯学習の役割として，地域活動を担う人材の発掘・育成に役立つ事業を実施します。 

（3）人権教育の推進 

「福岡市人権教育・啓発基本計画」に基づき，子どもから高齢者まで全ての人々の一人ひとりの人権が尊重

される社会づくりをめざし，様々な人権について学び，解決につなげることができる研修・学習機会の提供や

相談・助言を行います。 

（4）利用者の立場に立った施設運営 

施設の運営・管理を行う指定管理者と連携して，利用者のニーズに応えた柔軟な対応など利用者に親しまれ

る施設運営を推進します。また，指定管理者が持つ知識や経験を活用し，利用者数の増加に努めるとともに，

企画事業の円滑な運営が行えるよう，行政と指定管理者の連携を図ります。 

    

平成３０年度 東市民センター運営方針 



【事業名】

国際化､芸術･文化の振興､
その他の事業

日本語教室
 （国際部、日本語ボランティアグループとの共催）

（外国人等）

男女共同参画社会づくり講座
 （男女共同参画連絡協議会と連携）

（一般市民）

子育て活動等支援事業

※地域活動を担う人材を育成する講座の開催も検討。

子育て支援ボランティア講座
（地域保健福祉課・子育て支援課、東区社会福祉協議会、
  子どもプラザ、かすみ草との共催）

（一般市民・子育て支援
                   ボランティア）

平成３０年度 東市民センター（東区生涯学習推進課）主催事業体系

【区分】 【主な対象者】

市民企画講座 （一般市民）

地域活動支援事業

校区人権尊重推進協議会の育成・支援

（一般市民等）

ＰＴＡ研修講座
（東区小学校ＰＴＡ連合会・東区中学校ＰＴＡ連合会との共催）

ＰＴＡ人権教育研修担当者連絡会 （ＰＴＡ委員）

公民館職員人権研修 （公民館職員）

人権教育推進交流会 （関係支部､公民館､人尊協）

ＰＴＡ研究集会
（東区小学校ＰＴＡ連合会・東区中学校ＰＴＡ連合会との共催）

人権教育研修への助言・指導

（校区人権尊重推進協議会）

（外国人及び一般市民）多文化共生事業

人権セミナー
 （九州産業大学と連携）

（一般市民）

（一般市民）
なみき芸術文化祭
 （企画振興課・総務課・地域支援課との共催）

なみきスクエア指定管理者による芸術・文化事業
　※詳細別紙
（生涯学習推進課も連携して実施）

人権に関する主催事業

（人権啓発団体等）

PTA活動支援事業（広報紙づくり講座）

（公民館，PTA）

人権に関する関係団体
支援事業

東区人権尊重啓発連絡会議関係事業

（ＰＴＡ）

社会教育関係団体
育成事業

（ＰＴＡ）

（ＰＴＡ）

★拡充 

★拡充 

★統合 



1.地域活動支援事業

時　期　等 内　容

募集：６月中旬

選考：７月下旬

実施：９～翌年３月

回数：２～４回

定員：２０～５０名

　市民の自主企画による講座を募集・選考し，企画者が企画から
運営まで主体的に関わることにより，市民の企画力や行動力を養
成し，地域活動に必要とされる人材の発掘・育成を図る。また，
市民ニーズに応えた学習機会を提供する。

※１講座程度を選定予定

実施：未定

回数：３回
　男女が互いにその人権を尊重しながら責任も分かち合い，性別
にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮できる社会の実現の
ためには何をすべきか，何が必要かなどを考える。

2.子育て活動等支援事業
時　期　等 内　容

実施：１０
　　　　～１１月

回数：４回

定員：５０名／回

　地域における子育て支援を推進するとともに，現在保育ボラン
ティアの活動を行っている人や，子育て支援に興味がある方の，
技術向上を目的とする。

テーマ：『地域で広げよう，子育て支援の輪』

▽第１回　１０月４日(木)　１０～１２時
　・乳幼児期の発達に合わせた遊び～室内でできる遊びを学ぶ～
　【講師】元保育士（市職員）　吉松　シズヱ

▽第２回　１０月１８日(木)　１０～１２時
　・行政と地域の子育て支援と交流会
　【講師】東区地域保健福祉課，子育て支援課，
          東区社会福祉協議会

▽第３回　１０月３１日（木）　１０～１２時
　・発達障がいの親子への支援～聴く，共感の姿勢から学ぶ～
　【講師】ゆうゆうセンター　所長　橋本　文

▽第４回　１１月１日（木）　１０～１２時
　・子育て家庭の「今」～見逃さない子どものＳＯＳ～
　【講師】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

※希望者のみ，１１月５～１６日の間でボランティア実習予定

男女共同参画社会づくり
講座

(共催)
東区地域支援課

東区男女共同参画連絡
協議会

平成30年度主催事業実施状況(平成30年6月末現在)

事　業　名

市民企画講座

事　業　名

子育て支援ボランティア
講座

（共催）
東区地域保健福祉課
東区子育て支援課

東区社会福祉協議会



3.国際化，芸術・文化の振興，その他の事業
時　期　等　 内　容

実施：通年

回数：毎月午前午後
毎４回程度
（金曜日）

　日本語能力の不足から，日常生活に支障をきたす東区在住の外
国人を対象に，語学ボランティアが日本語を指導し，国際交流の
一端を担う。

〔平成３０年６月末現在：１５８名〕

実施：１２～３月

回数：３回程度

　東区における外国人居住者の増加を踏まえ，外国の文化を学ぶ
とともに，交流の機会をつくり，生活者として相互を理解し，外
国人と共生する地域づくりを目指す。

実施：６月２日

※絵画展示は
６月９日まで

　「なみきスクエア」を核として，にぎわいにあふれ，多くの人
が交流し，芸術文化を感じられるまちづくりを進める。

○ホールプログラム
　香椎第３中学校吹奏楽部による演奏，オリタ・ノボッタ＆九州
管楽合奏団による演奏，オリタ＆九管と３中による合同演奏。
　地域活動団体（８団体※公募，地域推薦）による演奏。
○ひまわりひろば
　東区美術協会，九州産業大学，城東高校，福岡市収蔵の伝統工
芸品等の展示。茶道体験，フラワーアレンジメント等の創作体験
等。
○並木広場
　東区内の３大学や志賀島の食の出店，障がい者団体の出店等

※東図書館によるイベント（ビブリオバトル）等も実施

〔参加者数：約９，０００名〕

別紙のとおり

※別紙のとおり

※市関連施設との調整や，広報支援等，生涯学習推進課が連携し
て実施する。

なみき芸術文化祭

（主催）
東区区民ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

実行委員会

※東区企画振興課，
総務課，

地域支援課と連携して実施

なみきスクエア指定管理者
による芸術・文化事業

事　業　名

日本語教室

（共催）
総務企画局国際部
日本語教室のぞみ

（日本語ボランティア
団体）

多文化共生事業



4.人権に関する主催事業
時　期　等 内　容

実施：２月

回数：１回

　関係支部，公民館，人権尊重推進協議会，人権のまちづくり
館，東区生涯学習推進課が相互に連携を深めるための交流会を実
施し，区における人権教育の効果的な推進を図る。

実施：５月

回数：１回

　単位ＰＴＡにおける人権教育研修が円滑に，より効果的に実施
されるよう，人権教育の意義や目的について認識を深めると共
に，企画・運営方法等についての理解を図る。
○５月１６日（水）１０：００～１２：００
【対象者】小・中・特別支援学校ＰＴＡの人権教育研修担当
　　　　　委員長及び副委員長
【内　容】講義
　　　　　「ＰＴＡで効果的な人権教育研修を進めるために」
【講　師】生涯学習推進課　人権教育推進員
【説　明】ＰＴＡ人権教育研修関係事務手続きのポイント等
　　　　　　　　　　〔参加者：８５名〕

実施：１１，２月

回数：２回

人権問題に対する理解を深めることを通して，積極的に人権教育
を推進するための意思と実践力を養う。

人権教育推進交流会
（同和問題に関する

交流会）

ＰＴＡ人権教育研修
担当者連絡会

公民館職員
人権研修

（共催）
東区地域支援課

実施：６～７月

回数：３回

　テーマ：「文化としての人権を考える」

　人権は，人類が生み出した大切な文化であり，すべての人が夢
と希望に満ちた，自分らしく輝いた人生を送るために必要不可欠
なものである。
　この講座は，日頃私たちの暮らしの中にある様々な事柄につい
て人権の視点から取り上げ，人権が大切にされる社会のあり方に
ついて学ぶもので，九州産業大学の協力を得ながら，実施する。

○第１回　６月２０日（水）１０：００～１１：４５
　災害福祉と人権　～被災下における「個人の尊厳」を考える～
　【講師】九州産業大学准教授　萱沼　美香
　　　　　　　　　　　　　 　　〔参加者：１８０名〕
○第２回　６月２９日（金）１０：００～１１：４５
　あずさからのメッセージ　～子どもに学ぶ命の尊さ～
　【講師】福岡こども短期大学非常勤講師　是松　いずみ
　　　　　　　　　　　　　　   〔参加者：１５３名〕
○第３回　７月１２日（木）１０：００～１１：４５
　・優しい土地　福岡に住んで学ぶ
　　　～外国人留学生から見た身近な人権～
　【講師】九州産業大学留学生（大学院）　高　傑
　・きれいな都市　福岡に住んで学ぶ
　　　～外国人留学生から見た身近な人権～
　【講師】九州産業大学留学生（大学院）
　　　　　　クマル　ダウェンダル 〔参加者：１４５名〕
             〔３回合計参加者：４７８名〕

事　業　名

人権セミナー



5.社会教育関係団体育成事業
時　期　等 内　容

実施：５～６月

回数：各１回

　ＰＴＡ活動の基本的なあり方や役員・委員としての役割などに
ついて認識を深め，今後のＰＴＡ活動の効果的な推進を図る。小
学校，中学校ごとに各１回実施する。
【対象者】　ＰＴＡ役員・委員
〔小学校〕
○６月１２日（火）　１０：３０～１２：３０
【内容】講義　「ＰＴＡの役割」
【講師】福岡市ＰＴＡ協議会副会長　西村　早苗
【内容】講義　「人権意識を高めるＰＴＡ活動」
【講師】生涯学習推進課　人権教育推進員
　　　　　　　　　　　　　〔参加者：　４４２名〕
〔中学校〕
○５月２２日（火）　１０：３０～１２：００
【内容】講義　「ＰＴＡの役割」
【講師】福岡市ＰＴＡ協議会副会長　西村　早苗
【内容】講義　「人権意識を高めるＰＴＡ活動」
【講師】生涯学習推進課　人権教育推進員
　　　　　　　　　　　　　〔参加者：　３２０名〕
　　　　　　　　　　〔２回合計参加者：８０２名〕

実施：８月

回数：各１回

　ＰＴＡ活動をよりよく展開していくため各単位ＰＴＡの実践事
例をもとに研究協議を行い，今後の単位ＰＴＡ活動の効果的な推
進を図る。
　小・中学校の区連合会ごとに実施する。

実施：５月

回数：１回

　広報紙づくりの基礎知識と技術を身につけるための講座を実施
し，広報の充実に役立てる。
〇５月１５日（火）１０：００～１５：００
【対象者】　ＰＴＡ広報委員
【講師】　　フリー編集者　浅草研二　　〔参加者：７３名〕

6.人権に関する関係団体支援事業
時　期　等 内　容

(１)東区人権尊重啓発
　　連絡会議関係事業
(事務局
　：東区生涯学習推進課)

実施：４～３月

　「人権が尊重されるまちづくり」の地域における自主的な推進
組織づくりの促進と，区民の人権意識の確立を目的に，区内の関
係機関・団体が連携して取り組んでいくため組織された区人権尊
重啓発連絡会議の各種の事業を事務局として効果的に行ってい
く。

○委員研修
○人権を考えるつどい
○広報紙「コスモス」の発行
○人権尊重啓発活動交流会

(２)人権教育研修への
　　助言・指導
（公民館・ＰＴＡ）

実施：４～３月

　各公民館及び小・中・特別支援学校ＰＴＡにおける人権教育研
修への助言・指導を行う。
○公民館人権問題学習講座（人権講座，継続講座，
　サークル研修，地域別研修）
○ＰＴＡ人権教育研修会（委員役員研修，会員研修）

(３)校区人権尊重推進
　　協議会の育成・支援

実施：４～３月
　校区人権尊重推進協議会組織づくりの促進と活動の育成･支援を
行う。

事　業　名

ＰＴＡ研修講座
〔小，中〕

（共催）
東区小学校ＰＴＡ連合会，
東区中学校ＰＴＡ連合会

ＰＴＡ研究集会
〔小・中〕

（共催）
東区小学校ＰＴＡ連合会，
東区中学校ＰＴＡ連合会

ＰＴＡ活動支援事業
（広報紙づくり講座）

人権教育・啓発の推進

事　業　名
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