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　早良区百道二丁目２番１号

生後６か月から就学前までの幼児。（無料：先着１０名）
7月2日（火）までに，電話で早良区生涯学習推進課へお申し込みください。

早良区生涯学習推進課　

　早良区百道二丁目１番１号　TEL(092）833-4401　FAX（092）851-2680

※ ご来場には、公共交通機関をご利用ください。
市営地下鉄「藤崎駅」下車　2番出口，西鉄バス「藤崎バスターミナル」下車　４階

主催：早良区人権啓発連絡会議 早良区役所 

公演 「生松青春太鼓」 
生の松原特別支援学校  在校生と卒業生等 

講演 

自分の病気を 

自分で研究してみました 
熊本市ピアサポーター 中村 敏(さとる）さん 

 ２３歳の時，統合失調症を発症。以来，３０代半ばまで入退院と

転職を繰り返す。 

 約１０年前に，入院先の病院でピアサポーターと出会い，初めて

自分の苦しみを理解してもらえたと感じたことから，自分もそうな

りたいと５年前にピアサポーターとして登録される。現在，病院に

出向き，入院患者との対話や外出に付き添うなど，退院にむけて

の「地域移行支援」にも取組んでいる。 

 また，精神疾患の発症のメカニズムや対処法などを探る「当事

者研究」も行っている。 
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日時：2019年５月２３日（木）
10：00～12：00 

  場所：福岡市立早良市民センター ４階ホール 
   早良区百道二丁目２番１号  

   市営地下鉄「藤崎駅」下車 2番出口，西鉄バス「藤崎バスターミナル」下車 

※公共交通機関をご利用ください。

 対象：どなたでも参加可能。無料。事前申込不要。 

  手話通訳・要約筆記あり。 

 託児：生後６か月から就学前までの幼児，先着１０名。 

 無料。５月１６日（木）までに，お電話でお申し込みください。

【お問い合わせ・託児申込先】 

早良区役所生涯学習推進課 

〒814-8501 早良区百道２丁目１－１ 

TEL ０９２－８３３－４４０１
FAX ０９２－８５１－２６８０ 

E-mail gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

主催：早良区人権啓発絡会議 早良区役所 

早 良 区 人 権 講 座 （第１回） 

香蘭女子短期大学保育学科准教授 

中村 洋子さん 
 就職・結婚・出産・育児・・・・女性は様々なライフイベントに出会うたびに

人生の航海図を描きかえることが多いのではないでしょうか。航海図を手

に取り，自分の人生だけでなく家族の生き方や社会の状況に大きく影響さ

れながら海に漕ぎ出している方もおられるでしょう。２人の娘を授かり様々

な経験を通して感じてきた「地域力」「受援力」「恩送り」の大切さについて 
お話します。 

参加無料

申込不要



日時：令和元年６月２０日（木）

13：30～15：30 
場所：福岡市立早良市民センター 

  ４階ホール 
    早良区百道二丁目２番１号  

市営地下鉄「藤崎駅」下車 2番出口， 

 西鉄バス「藤崎バスターミナル」下車 

※公共交通機関をご利用ください。

対象：どなたでも参加可能。無料。 

 事前申込不要。 

手話通訳・要約筆記あり。 

託児：生後６か月から就学前までの幼児， 

  先着１０名。 

   無料。6月13日（木）までに，

   お電話でお申し込みください。 

【お問い合わせ・託児申込先】 

早良区役所生涯学習推進課 

〒814-8501 早良区百道２丁目１－１ 

TEL ０９２－８３３－４４０１
FAX ０９２－８５１－２６８０ 

E-mail gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

主催：早良区人権啓発連絡会議 早良区役所 

早 良 区 人 権 講 座 （第２回） 

第1部 

「特別支援学校高等部 

就労への取組みについて」 
夢ふくおかネットワーク 
福岡市教育委員会指導部発達教育センター 

指導主事  山里 辰也さん 

第２部 

「一緒に働くことで 

 共に成長できる 

障がい者雇用」 
 ＡＳＫＵＬ ＬＯＧＩＳＴ 株式会社  

  福岡物流センター 

  副センター長  坂井 博基さん 

 参加無料 

 申込不要 

 理系大学卒業後に２社を経て、平成２１年１０月 
に現在の会社に入社、 平成２２年１月福岡物流セン 
ター立ち上げ時より 人事・総務・労働安全衛生・経理

等管理全般業務を担当。



【お問い合わせ・託児申込先】

早良区役所生涯学習推進課

〒814-8501 早良区百道２丁目１－１

TEL ０９２－８３３－４４０１
FAX ０９２－８５１－２６８０

主催：早良区人権啓発連絡会議 早良区役所

早 良 区 人 権 講 座 （第3回） 参加無料

申込不要

【講師プロフィール】

専門は特別支援教育，教育相談。

平成15年～20年，こども総合相談センター（えがお館）にて，福岡市内の児童生徒の困りご

とへの対応に従事する。

臨床発達心理士，自閉症スペクトラム支援士，特別支援教育士などの資格を持ち，特別支援

教育や教育相談の分野で児童生徒の支援や教職員の指導・育成にあたる。

教育目標は，“社会の一員として，主体的に生きる子どもの育成”

講 演

特別支援教育から

社会に求めるもの
～すべての子どもたちが光り輝くために～

講 師

福岡中央特別支援学校 校長 馬場 慎一さん

日 時 令和元年8月28日（水） 10：00～12：00 （開場 9：30）

場 所 福岡市早良市民センター 4階ホール
早良区百道二丁目2番1号

※ご来場には公共交通機関をご利用ください。

市営地下鉄「藤崎駅」下車 2番出口，西鉄バス「藤崎バスターミナル」下車

対 象 どなたでも参加可能。無料。事前申込不要。
※手話通訳・要約筆記あり。

託 児 生後6か月から就学までの乳児・幼児。（無料：先着10名）

※ 託児を希望される方は，8月21日（水）までに，早良区生涯学習推進課に

電話でお申し込みください。
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日時：令和元年９月１８日（水）10：00～12：00 （開場9：30） 
場所：福岡市立早良市民センター ４階ホール 

  早良区百道二丁目２番１号 

  市営地下鉄「藤崎駅」下車 2番出口，西鉄バス「藤崎バスターミナル」下車 
※公共交通機関をご利用ください。

対象：どなたでも参加可能。無料。事前申込不要。 
※手話通訳・要約筆記あり。

託児：生後６か月から就学前までの幼児。無料。先着１０名。 

   ９月１１日（水）までに，お電話でお申し込みください。 

【お問い合わせ・託児申込先】 

早良区役所生涯学習推進課 

〒814-8501 早良区百道２丁目１－１ 

TEL ０９２－８３３－４４０１   

FAX ０９２－８５１－２６８０ 

E-mail gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

主催：早良区人権啓発連絡会議 早良区役所 

早 良 区 人 権 講 座 （第４回） 

 参加無料 

 申込不要 

再犯を起こさない 

社会づくりをめざして 

 執行役員 統括部長／そんとく塾副塾長 

原田公裕さん

株式会社 ヒューマンハーバー 

 代表取締役 副島 勲さん
不動産会社を経営する傍ら，保護司として20年以上活動。出所者・

出院者の更生を支援し円滑な社会復帰に導くため，平成24年に株式

会社ヒューマンハーバーを設立。社会貢献活動による社会問題解決

を目的としたビジネスに取り組み，就労・教育・宿泊の三位一体に

より自立を支援している。社名には，一般社会という大海への船出

を準備する港という意味が込められている。 

あきひろ 

 教員として公立小中学校で26年間勤務。その後，現職。成長戦略

や新規事業への企画，事業展開を行うとともに，同社の教育支援

「そんとく塾」にて一般社会に出ていくうえで必要な基礎教育，人

間教育，職業教育を行っている。 



※市内の文化サークルなどで行われている内容のものは、対象外とします。

早良区生涯学習推進課では、市民の皆さんがつくる企画が講座として開催で
きるよう「講座企画」を募集しています。地域の課題や現代的課題について、
みなさんが日頃から感じていること、疑問に思っていること、生活に役立つこと
など、あなたの企画で実現してみませんか？ 早良区生涯学習推進課は市民
のみなさんを応援します。 

応 法 募 方 

対象者 

応募方法 

締 切 

募集説明会 

募集テーマの例 

選考決定 

応募・問い
合わせ先 

市内に居住または通勤・通学している成人および市内で活動している
団体・グループ。 

早良区生涯学習推進課が定めた所定の様式（企画書・予算書）に必要
事項を記入し、締切日までに申し込むこと。申込は、持参するか、郵送、
ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかで行うこと。 
※所定の様式は募集説明会時にお渡しします。

令和元年７月１０日（水）必着 

令和元年６月１４日（金） 午後７～８時 早良市民センター会議室 
※説明会に参加できない方は、早良区生涯学習推進課までご連絡くださ
い。

７月下旬頃に、採用、不採用の結果をお知らせします。 
※ただし、選考の結果，採用無しとする場合もあります。

早良区役所生涯学習推進課「市民企画講座」担当 
〒814-8501 早良区百道２丁目1－１ 

電話：８３３－４４００     ＦＡＸ：８５１－２６８０ 

Ｅｍａｉｌ：gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp 

校区が抱える
地域の課題 

男女共同参画
に関する分野 

高齢者福祉に
関する分野 

青少年・子育
てに関する分
野 

主催：早良区役所生涯学習推進課 

環境問題・安
全安心に関す
る分野 



福岡市立早良市民センター 文化事業

【主 催】 指定管理者ふくおか市民施設管理ＪＶ
【共 催】 早良区役所生涯学習推進課

〈駐車場は台数に制限がございます。公共交通機関でお越しください〉

【日 時】 2019年6月9日（日)

【場所】 福岡市立早良市民センター4階ホール

【対象】 親子(どなたでもご参加ください） 【定員】 各500名(入場無料)
【要事前申込み】入場には整理券が必要です。（詳細は、裏面をご覧下さい。）

【午前の部】 開場10:30 開演11時 終演12時

【午後の部】 開場13:30 開演14時 終演15時

※ロングセラーの絵本（渡辺茂男作）
の劇化作品 【上演時間：40分】

原作「しょうぼうじどうしゃ じぷた」（福音館書店刊）文：渡辺茂男/絵：山本忠敬
©Shigeo Watanabe 1963



⑤マジック＆バルーンアート体験会

イベント・パーティ・子ども会
等で大人気のピエロのピーちゃ
んがマジック＆バルーンアート
を披露、プレゼントもあるよ！
【出演】おとぼけマジシャン

「ピエロのピーちゃん」
【会場】第１会議室
【受付】13時30分～
【時間】14時～15時
【定員】50名 当日先着順

⑦早良図書館お楽しみおはなし会
“おいしい秋のおはなし会”と
題して絵本や手遊びなど、小さい
お子様から、みんなで楽しめる
内容です。おはなし会が初めての
お子様もお気軽にご参加下さい。

【会場】音楽室
【対象】3才以上
【受付】15時15分～
【時間】15時30分～16時15分

【定員】40名 当日先着順

③おもしろ落語

【出演】粗忽家勘心師匠
【会場】和室
【受付】13時45分～
【時間】14時～15時30分
【定員】25名 事前申込み(先着順）

②折紙講座
日本の伝統文化として海外からも注目が高まる「折紙」、
‘来年の干支である子（ねずみ）’と‘うさぎのポチ袋’を
作ります。

【講師】加藤たけ子氏（高取公民館サークル 折紙講師）

【会場】実習室
【対象】小学生以上
【受付】10時15分～
【時間】10時30分～12時30分
【定員】 30名 事前申込み(先着順)
＊参加条件 :小学生は保護者同伴

【申込み/お問合せ】早良市民センター
〒814-0006 福岡市早良区百道2-2-1
☎092-831-2321 Fax092-831-2355

URL http://shimin-s.com/

【主催】福岡市立早良市民センター
指定管理者 ふくおか市民施設管理JV

【共催】早良区生涯学習推進課

●サークル作品展示会（俳句・川柳・絵画等） 【場所】２階ロビー （8/6～9/8 まで常設展示します）
●ももち福祉プラザによるクッキー販売会（数量限定） 【場所】４階ロビー １２時～１４時

すべて参加無料

ご来場は公共交通機関をご利用下さい。地下鉄藤崎駅、藤崎バスターミナルの直上が早良市民センターです

①親子で楽しむアニメ映画「グリンチ」
2018年12月に上映された映画です。幼いころはつぶ
らな瞳が愛らしかったが、成長してすっかりひねく
れてしまったグリンチが、大嫌いなクリスマスの奇
跡を通して改心する物語。お楽しみに！
【午前の部】 開演10時30分～12時20分
【午後の部】 開演13時30分～15時20分
*開場は各回とも上映開始30分前です。

【会場】4階ホール
【対象】親子（どなたでも参加下さい）

【定員】各500名(要入場整理券）

昨年も好評を博し会場が笑いの渦と化した粗忽家勘
心 師匠の落語会。
アマチュアながら各地でご活躍中です。
当日はどんな噺が飛び出すか、乞うご期待！！！

④緑の体験講座
A:石付き盆栽 B:多肉植物の寄せ植え

創造性があってとても面白い石付き盆栽、
とても可愛い魅力的な多肉植物の寄せ植え、
AまたはBいずれか一つをを作ります。
【講師】緑のコーディネーター

A:井上 妙子 氏 B:渡辺しおみ氏
【会場】視聴覚室 【対象】小学生以上
【受付】A:10時45分～ B:13時15分～
【時間】A:11時～12時 B:13時30分～14時30分

【定員】 各25名（組） 事前申込み(先着順）
＊参加条件 :小学生は保護者同伴、また家族で参加の場合
の作品は、１組1作品と致します。（AB重複申込不可）

石付き盆栽

多肉植物の
寄せ植え

●事前申込み不要のイベント⑤⑥⑦（当日先着順）

【①親子で楽しむアニメ映画 「グリンチ」の入場整理券、当日券について】
※入場整理券は8月19日(月)14時より、早良市民センター２階窓口で配布致します。(8月26日(月)は休館日です)
※当日は全席自由席となります。また入場整理券は開演5分後に無効となります。

【②③④事前申込みイベントについて】
※8月19日(月)10時より電話・ＦＡＸにて受付けます。

●事前申込みイベント：申込みにおいては下記をご覧ください（定員になり次第締切）

（イメージ）

⑥ブラックパネルシアター
黒いパネルの上で蛍光ペイント
された絵人形を自由に動かし、
ストーリーを展開させる人形劇。
とても幻想的で大人も身を乗り出
すほどの見応え！

【会場】音楽室
【対象】3才以上
【受付】10時30分～
【時間】11時～12時
【定員】40名 当日先着順

（イメージ）



人権教育・啓発事業 　人権講座　 【生涯学習推進課】

　人権教育推進交流会　　 〃

　人権を考えるつどい　 〃

　人権を尊重する市民の集い 〃

　人権尊重推進協議会交流会 〃

　公民館人権教育研修推進支援 〃

　人権啓発地域推進組織活動支援 〃

ＰＴＡ事業  ＰＴＡ人権教育研修担当者連絡会 〃

　ＰＴＡ研修講座 〃

　広報紙づくり講座 〃

　ＰＴＡ研究集会 〃

　ＰＴＡ人権教育研修担当者反省
　交流会

〃

　単位ＰＴＡ人権教育研修推進支援　 〃

公民館職員研修事業 　公民館職員研修会 
【生涯学習推進課・
　地域支援課】

地域づくり支援事業 　市民企画講座 【生涯学習推進課】

国際化対応事業 　外国人のための日本語教室　 〃

平成３０年度 主催事業一覧

平成３０年度主催事業について
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平成 30 年度主催事業 実施状況 
 
人権教育・啓発事業 

講  座  名 内  容  ・  講  師  等 

 

人権講座           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 市民が身近な暮らしのなかで，人権問題について気づくことができるような学習機会
の提供を目的として実施した。 
 

期 日 テーマ 講 師 参加人数 

 4 月２５日（水） 
10：00～12：00 

【人権全般(世間学)】 
目くじら社会 ニッポ
ンの正体 
～犯罪率が低くて自殺
率が高い理由～ 

九州工業大学 

名誉教授 

佐藤 直樹 

１４５名 

 5 月２２日（火） 
10：00～12：00 

【子どもの人権】 

こどもたちの，人権感

覚を高めるために 

～福岡市人権読本『ぬ

くもり』の活用を通し

て～ 

福岡市立内浜小学校 

教諭 

大谷 和弘 

１２５名 

 6 月2７日（水） 
13：30～15：30 

【子どもの人権】 
児童虐待の理解と対応 
～地域でできる支援を
考える～ 

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 

１３７名 

 8 月２８日（火） 
14：00～16：00 

【高齢者の人権】 
認知症と共に生きる 
 

三善病院 
院長 

松井 隆明 

  
１２９名 

  

 9 月１２日（水） 
13：30～15：30 

【様々な人権】 
SOGI を理解して，
LGBTｓを学ぼう！ 

NPO法人LGBTの家族

をつなぐ会 

福岡市市民局人権推進

課 

１２４名 

１０月１９日（金） 
10：00～12：00 

【外国人の人権】 
日本で暮らす外国人の
人権を考える 
～移住者とその家族の
人権を守る活動から～ 

アジアに生きる会・ふく
おか 

会員 
井上 幸雄 

９２名 

１１月２２日（木） 
13：30～15：30 

【同和問題】 
差別をなくすというこ
と 人権をまもるとい
うこと 
～市民意識調査からみ
えてきたもの～ 

イシタキ人権学研究所 

所長 

石瀧 豊美 

１１１名 

会 場：早良市民センター 
 
【成果と課題】全７回実施し，時機を得ていること，本市における人権教育の実践者で
あることを条件にテーマと講師を選定した。 
参加者数は延べ８６３名。PTA や人尊協・公民館など地域における人権学習の講師紹
介としても機能した。参加者層はPTAや人尊協・公民館を中心に固定化しており，一
般市民の参加を促すために開催日時や興味あるテーマを設定する工夫が必要である。 
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講  座  名 内  容  ・  講  師  等 
 
人権教育推進交流会 

 
 早良区内の部落解放同盟支部役員と早良区役所関係職員が，早良区における人権教育
の取り組み状況と支部内における学習活動について意見交換し，同和問題に対する認識
を深めるとともに，部落問題をはじめとする人権教育の充実をめざして実施した。 
  

期 日：10 月～2月 2 回 
 会 場：各集会所・人権のまちづくり館 

対象者：各支部役員と早良区役所関係職員，まちづくり館職員，地域活動推進員 
校区人権尊重推進協議会委員，小中学校教員  各回２０名程度 

 
【成果と課題】 
 人権尊重のまちづくりを進めるためには，現状と課題などについて当事者の意見を直
接知る機会を持つことが重要であることから，当区においては，区内の部落解放同盟各
支部の支部長，役員，支部会員等との交流の場を設け支部交流会を開催してきた。 

しかしながら，近年，役員の高齢化や会員の減少等が進み，交流の場を設けて実施し
てきた従来の方法が困難となってきたため，当該支部もしくはまち館・集会所で実施し
ている学習会などに参加し，被差別の当事者としての体験をお聞きし，これからの取り
組みについての相互理解を深めた。 
 

 

人権を考えるつどい 

 
 
 

 
市民の人権意識を高め，誰もが大切にされるまちづくりを進めるため，福岡県同和問

題啓発強調月間にあわせて実施した。 
 
期 日：平成３０年７月１１日（水）14：00～15：30 

  会 場：早良市民センター ホール 
 内 容：トーク＆コンサート「はじめまして，ばぁちゃん。」 
 講 師：ミサンガ 

参加者：３２５名 
 
【成果と課題】 
 「はじめまして ばぁちゃん」は，少しずつ認知症の症状が出るようになった祖母に
対する素直な気持ちを歌にしたもので，認知症の親族を持つ人や介護者中心に共感が広
がっている。アンケートの結果からも「共感できる」や「他者のことを思いやる基本を
改めて確認できた」などと参加者からの評価を得た。 
 時機を得たテーマを設定して，より多くの一般市民の参加が期待できるように広報 
などの工夫が必要。 
 

 
人権を尊重する市民
の集い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 福岡市人権尊重週間（12 月４日～10 日）にあわせて，市民を対象に実践報告や講
演等による人権啓発事業として市民の集いを実施した。 
 期 日：平成30 年１２月7 日（金） 
  会 場：早良市民センター ホール 
  内 容：実践報告：福岡市立原中学校 
          ～「多様な性の取り組み」をはじめて～ 

講演会：ドリアン助川さん  
     それでも生きる意味はある 
     ～ハンセン病小説『あん』で伝えたかったこと～ 

参加者：430 名 
 

【成果と課題】 
 実践報告では，中学校でどのような取り組みが行われているかとても良くわかったと
いう意見が多かった。講演会は参加者も非常に多く，ハンセン病問題についての見方が
変わった，生きる意味を考える人権の哲学，素敵な講演だと好評を得た。 
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 講  座  名          内  容  ・  講  師  等 

人権尊重推進協議会
交流会 
 
 
 

 
 
 
 

早良区内の人権尊重推進協議会活動の現状や成果・課題等について，相互に交流し，
次年度の活動内容の一層の充実に役立てるために実施した。 
 
 期 日：平成３1 年3月6 日（水）13：30～16：00 
  会 場：早良市民センター 第１・第２・第３会議室，視聴覚室，実習室 
 内 容：全体会 

研修・啓発・広報の3 部会毎の交流 
事務局運営に関する研修 

対象者：校区人権啓発地域推進組織役員等 ９２名 
 
【成果と課題】 

研修，啓発，広報の３部会でそれぞれの活動状況の共有化に加え，事務局運営に関す
る研修の実施により，人尊協の円滑な運営と適切な補助金関連事務が行われた。 今後
も，情報共有の場を設けていく必要がある。 

 
公民館人権教育研修
推進支援 

 
 公民館では「人権を尊重し，人の多様性を認め合うまち」福岡市の実現に向け，人権
問題学習講座（人権講座・公民館講座・地域別研修・サークル研修）を基本事業と位置
づけ，すべての公民館で実施した。 

生涯学習推進課は，公民館が計画的かつ効率的に実施できるように，研修内容等につ
いて助言，指導に努めた。 
 期 日 ：４月～３月 
 会 場 ：各公民館 

 
 公民館人権学習講座実施状況（２４館） 
  実施回数      137 回 
  参加人数     6,584 人 
【成果と課題】 
 全公民館において２回以上人権問題学習講座を実施できた。今後も，地域指導者等の
資質の向上を図るため，人権問題について学習する機会を広く提供していく必要があ
る。 
 

 
人権啓発地域推進組
織活動支援 

 
 人権が尊重される住みよいまちづくりをさらに高めていくため，２５校区に２４組織
が設立されている，人権啓発地域推進組織の自主的な研修・啓発活動を充実するため，
研修内容，組織運営等の助言，指導に努めた。 

 
期 日：４月～３月 
内 容：総会・役員会・事務局会等へ出席 

 
 活動の状況  １．講演会        40回   2,647 人 
        ２．地域別研修      55回   1,423 人 
        ３．校区の集い      20回   4,154 人 
        ４．映画ビデオ上映     6回     291 人 
        ５．委員役員研修     48回   1,728 人 
        ６．フィールドワーク   18回    488 人 
【成果と課題】 
 すべての組織で，研修会や講演会が開催されるとともに，広報紙の発行などにより各
校区内において広く人権啓発の取り組みが進められた。人尊協の円滑な運営と適正な補
助金関連業務が行われるよう活動支援を行っていく必要がある。 
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ＰＴＡ事業 

講  座  名 内  容  ・  講  師  等 
 
ＰＴＡ人権教育研修 
担当者連絡会 
 
 
     （小学校） 
 
 
 
 
 
     （中学校） 

 
 単位ＰＴＡにおける人権教育研修を円滑に推進し，より充実した内容にしてい
くために，人権教育研修の意義と研修企画・実施の手順や事務手続きについての
理解を深めるために実施した。 
 
 期 日：平成３０年5 月１４日（月）10：00～12：00 
 会 場：早良市民センター 

参加者：５２名 
 内 容：事務手続き等の説明 

担当者とＰＴＡの懇談 
  
 期 日：平成３０年5 月１４日（月）13：30～15：30 
 会 場：早良市民センター 

参加者：２０名 
 内 容：事務手続き等の説明 

担当者とＰＴＡの懇談 
【成果と課題】  

「ＰＴＡ成人教育委員会活動ハンドブック」を配付し，日常活動での参考資料と
しての活用を呼び掛け，資料を基に具体的な説明を行った。また，単位ＰＴＡ人
権教育担当委員と当課担当者との懇談を行うことで，これからの活動に対する不
安感を和らげることができた。委員が毎年変わるＰＴＡが多いので，円滑に活動
ができるよう引き続き支援が必要である。 

また，教職員の参加が少ないため，どうすれば参加がしやすくなるかについて
の検討も必要と思われる。 

 
 
ＰＴＡ研修講座 

 
 

（小学校） 
 
 
 
 
 
 
 

 
（中学校） 

 
福岡市ＰＴＡ協議会
と福岡市教育委員会
との共催事業 
 
＜実施主管＞ 
区ＰＴＡ連合会 
生涯学習推進課 

  
単位ＰＴＡ新役員，委員を対象にＰＴＡ活動の目的と心構えについての理解を

深めるために実施した。 
  

期 日：平成３０年６月１２日（火）10：00～12：00 
  会 場：早良市民センター  
 参加者：２５４名 
 内 容：「ＰＴＡの役割とは」 

福岡市ＰＴＡ協議会副会長 古賀 伸彦 
「生んでくれてありがとう 
 ～その子らしさを伸ばす保護者のかかわり～」 

 早良区生涯学習推進課 人権教育推進員 志賀 康弘 
 
 期 日：平成３０年6 月 ８日（金）10：00～12：00 
  会 場：早良市民センター  
 参加者：４０２名 
 内 容：「ＰＴＡの役割」 

福岡市ＰＴＡ協議会副会長 古賀 伸彦 
「いじめを生まない子どもの世界」 
  早良区生涯学習推進課 人権教育推進員 吉永 玄  

 
【成果と課題】 

ＰＴＡ活動の内容やＰＴＡ新役員・委員の人権教育に対する理解は深まったが，
何度も参加している役員・委員も多く，参加対象者や内容の検討が必要である。 

 
 
広報紙づくり講座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
早良区内の小・中学校ＰＴＡの広報担当者を対象に，ＰＴＡ広報紙の目的と役

割を理解し，ＰＴＡ広報活動の充実を図ることを目的に，広報委員会運営と広報
紙づくりに関する学習機会を提供した。 
  

期 日：平成３０年５月１８日（金） 
    10：00～1５：００ 
会 場：早良市民センター  

 講 師：株式会社 フラウ 代表取締役 
     子づれ DE CHA・CHA・CHA！編集長 濵砂 圭子 

テーマ：不安解決！～基礎から学び，魅力あるPTA新聞を発行しよう～ 
 参加者：小学校 ４５名，中学校 ２０名 合計 ６５名 
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講  座  名 内  容  ・  講  師  等 
（前頁からの続き） 
広報紙づくり講座 
 
 

 
【成果と課題】 

一日の日程で，密度の濃い内容となったが，プロの編集者からの具体的なアド
バイスを受け，広報紙づくりへの意欲が参加者の感想から感じ取れた。 

 
ＰＴＡ研究集会 
      
  

   （小学校） 
 
 
 
 
 
 
 

（中学校） 
 
福岡市ＰＴＡ協議会
と福岡市教育委員会
との共催事業 
 
 
 
 
＜実施主管＞ 
区ＰＴＡ連合会 
生涯学習推進課 

 
 各学校のＰＴＡ活動の現状や課題等について意見交換し，今後の活動に役立て
るために実施した。 
 
 期 日：平成３０年8 月７日（火）９：４５～１１：４５ 
  会 場：小学校，公民館（５会場）  
 参加者：２８８名 
 内 容：「成人教育」「地域活動」「広報活動」「学年・学級」「保健厚生」      

の委員会毎に５会場に分かれて実施。「わたしたち委員の役割って何だ
ろう･･･」というテーマでワールドカフェ方式のディスカッション。  

 助言者：学校長 
 
 期 日：平成30 年10 月５日（金）１３：３0～1５：３0 
  会 場：福岡市教育センター 
 参加者：２５３名 
 内 容：「広報」「学年ＰＴＡ活動」「校外生活指導」「成人教育」の委員会毎に

実施。提案校から提案・報告，意見交換会。 
  助言者：学校長 ，生涯学習推進課職員（「成人教育」） 
 
【成果と課題】 
 他校との情報・意見の交換を通して，各校の問題解決の気づきの機会となった。 
 小学校は，普段参加が難しい担当教諭も多く参加し，貴重な意見交換の場とな

った。分科会担当校の負担も大きいため，実施方法や内容について検討する必
要がある。 

 
 
ＰＴＡ人権教育研修 
担当者反省交流会 
 

（小学校） 
 
 
 

（中学校） 
 
  

 
  単位ＰＴＡで行われた人権教育研修の総括を行い，今後の研修に生かすために
実施した。 
 
 期 日：平成３１年2 月２８日（木）10：00～12：00 

会 場：早良市民センター 
参加者：４４名 

 
  期 日：平成３１年2 月２８日（木）13：30～15：30 
  会 場：早良市民センター 

参加者：１８名 
 

【成果と課題】 
他校との交流を行うことにより，各校の成果や問題点が見え，次年度へ引き継

ぎを行う上で大変参考となった。 
 

 
単位ＰＴＡ人権教育
研修推進支援 

 
ＰＴＡ会員が人権についての理解を深めることを目指して，ＰＴＡ人権教育担

当委員会が実施する人権教育研修会が，効果的なものになるよう支援を行った。 
 

期 日：５月～３月 
内 容：単位ＰＴＡ役員・委員向け研修の講師，単位ＰＴＡ会員研修会の講師情

報の提供および企画・実施についての指導助言。 
対 象：小学校25ＰＴＡ，中学校10ＰＴＡ 

 
【成果と課題】 
 単位ＰＴＡ成人教育委員会等の定例会に出席して，その連携に努めるとともに，
活動に必要な助言を行った。学校教諭の関わり度に差があることが指摘されてお
り，引き続き，学校へ支援協力をお願いしていくことが必要である。 
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公民館職員研修事業 

講  座  名 内  容  ・  講  師  等 

 

公民館職員研修会 

（社会教育） 

 

公民館職員としての資質の向上と，生涯学習社会の中で，社会変化に対応した

公民館事業の効果的な推進を図るために実施した。 

 

  会 場：早良市民センター  対象者：公民館長・主事 ４８名 

回 日時 内容 講師 参加人数 

１ 
５月１７日（木） 

14：00～16：00 

「ニーズを踏まえた事

業の企画」 

中村学園大学

准教授 

圓入 智仁 

5４名 

2 
７月１３日（金） 

14：00～16：00 

地域包括ケアの推進に

向けて(1) 

①「高齢者介護の現場か

ら」 

②「私の介護経験」 

①特別養護老

人ホーム恵風

苑管理者 

林 隆一 

②後藤 朝子 

５２名 

３ 
１０月１６日（火） 

14：00～16：00 

「女性の視点に立った

避難所運営訓練」 

博多あん・あ

んリーダー会 
５３名 

４ 
１１月１５日（木） 

14：00～16：00 

地域包括ケアの推進に

向けて(2)「医療と介護

の連携について」 

にのさかクリ

ニック副院長

二ノ坂 健史 

５３名 

５ 
１２月１２日（水） 

14：30～16：00 

地域包括ケアの推進に

向けて(3)「親子で考え

る介護の備え講座」 

～実施館活動報告～ 

各実施館公民

館館長 
５８名 

  
【成果と課題】 

 公民館館長会，主事会の代表を交えて研修計画を練り実施した。 

今年度も引き続き「地域包括ケアシステム」の推進を重点テーマとした。 

 学習の成果を各公民館で具体的に実践していく事が大切であり，学習の継続 

が求められる。 

 

 

公民館職員研修会 

（人権教育） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権尊重を基底に据えた公民館人権教育の推進を図るために実施した。 
  対象者：公民館長・主事 ４８名 

回 日時 内容 講師 

１ 

９月 1８日（火） 

15：00～17：00 

会場：百道公民館 

人権研修会の構成と具

体的手法 

～参加者の心をつかみ，

感動的な学びとつなが

りをつくるために～ 

マザー・アース人

権啓発研究所 

主宰 

山口 裕之 

２ 

１２月１２日（水） 

14：00～14：30 

会場：早良市民センター 

「平成29年度人権問題

に関する市民意識調査」

から 

生涯学習推進課 

 
【成果と課題】 
 公民館での人権教育研修会をより効果的に実施するために，公民館職員の人権
研修をとおして資質の向上を図ったもの。人権研修を企画するビジョンの必要性
について継続的に取り組むなどの意見を得た。 
 また，第5 回公民館職員研修(社会教育)に合せて，人権研修を実施した。 
 今後も学習の継続が必要である。 
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地域づくり支援事業 

講  座  名 内  容  ・  講  師  等 

 

市民企画講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域課題や現代的課題について，市が実施する講座の企画や運営に市民に参加

してもらうことにより，市民と行政の共働を深め，地域の活性化や市民生活の向

上を目指す。 

 

 市民企画講座  

「シニア世代をいきいき楽しく過ごそう」 

～地域社会への参画と貢献，生きがいづくり～ 

  期 日 平成３０年１１月７日，１４日，２１日，２８日 計４日間 

  内 容 ①はじめに 高齢社会の現状 

      ②コミュニケーションの大切さを学ぶ 

      ③どんな社会貢献ができるか共に考えよう   

      ④終わりに これからやりたい事 できる事 

  受講者 延べ５６名 

  講 師 産業カウンセラー・キャリアコンサルタント 

      福嶋健司氏，中山康子氏 他 

【成果と課題】 

受講生の平均年齢は，いつもの人間関係から離れた第三者の生き方や考え方

を聞くことで自分自身を振り返ることができ，地域活動やボランティアなど社

会貢献について，今後の人生設計に生かしてもらう機会づくりとなった。 

 

 

国際化対応事業 

講  座  名 内  容  ・  講  師  等 

 

外国人のための日本 

語教室 

 

日常生活に必要な日本語に困っている外国人を対象に，日本語学習ボランティ

アによる日本語教室を開催している。 

 

 期 日：平成３０年４月３日(火)～平成３１年３月３０日(土） 

     毎週 火曜日（夜） 

     毎週 木曜日（午前・午後・夜） 

     毎週 土曜日（夜） 

 会 場：早良市民センター 

受講者：５教室の合計 約５０名 

 講 師：日本語ボランティア 

 内 容：初心者から上級者まで，各レベルに応じた授業 

 
【成果と課題】 

昨年度に比べ，メールでの問い合わせが増加している。受講生はそれぞれレベ

ルが異なり，原則としてマンツーマンでの対応を希望するため，講師がやや不足

している状況にある。 
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平成３0 年度指定管理者事業実施状況 

（1）文化振興事業 

イベント名 内  容  実施時期・回数等 

親子で楽しむ観劇会 早良市民センターの利用は比較的高齢者が多いため、若年層向け
の事業を展開し幅広い年齢層の利用促進を目的として実施しまし
た。 
[開催日] 平成30 年６月１０日（日） 

11 時～12時 １４時～１５時 ２回実施 
[内 容] 親子で楽しむミュージカル「村一番のしあわせ者」 
[出 演] 劇団ドリームカンパニー 
[入場料] 無料 
[会 場] ４階ホール 
[来場者数] 午前の部380 人 午後の部400 人 
[成果と課題] 

アンケート集計の結果では、初めて当センターへ来館された方が
30％あり、認知度の向上につながりました。また、満足度は「満
足・やや満足」が99%でした。 

６月１０日（日） 

実施済 

早良市民センター 

文化祭 

お子さまからご年配の方まで幅広い層をターゲットにした、「早
良市民センター文化祭」を開催しました。当センターの会議室、ホ
ールなど全施設を使用して体験型の催しを複数実施しました。 

[開催日]  平成30 年９月9 日（日）１０時～１６時 
[催し内容] 

ホール   親子で楽しむ映画「SING」 
午前・午後の２回実施 来場者数 580 人 

各会議室  和室  「おもしろ落語」 来場者数  30 人 
音楽室     「早良図書館お楽しみおはなし会」 

来場者数   45 人 
視聴覚室   「マジックショー&体験会」 

来場者数   70 人 
第１会議室 「ペーパークラフトワークショップ」 

来場者数   20 人 
「緑の体験講座 こけ玉 カラーサンド」 

来場者数   80 人 
2 階ロビー  当施設利用のサークルの「作品展示」 

(8 月7 日～９月１０日) 
[成果と課題] 

アンケートの満足度は「満足・やや満足」が 99%で高い評価を
いただきました。 

９月9 日（日） 

実施済 

第３回「ウィンター
コンサート」音楽サ
ークル合同発表会

普段より早良市民センターや早良地区の公民館等でコーラスや
楽器演奏など音楽活動をされているサークルに発表の場を提供す
る目的と、観覧の方々へ魅力あるサークル活動の存在を知っていた
だくために実施しました。 

[開催日]  平成30 年2 月17 日（日）13 時～１６時４０分 
[入場料]  無料 
[会 場] ４階ホール 
[演奏団体] 11団体 

[出演者数] 177 人 

[入場者数] 370 人  

[合計]    547 人 
[成果と課題] 

アンケート結果は「満足・やや満足」が 98%で高い評価をいた

だいてきました。 

２月17 日（日） 

実施済 

17



（2）その他事業 

イベント名 内  容 
実施時期・回数等 

ロビーコンサート 音楽や演劇の奨励また地域団体との連携の一環として、当セン
ター2 階ロビーで実施しました。

第１回ロビーコンサート 
[演奏団体] ポコ・ア・ポコ（大正琴） 
[開催日]  平成30 年8 月6 日（月）12 時～12時3０分 
[入場料]  無料 
[会 場]    2Ｆロビー 
[来場者数]  41人 
[成果と課題] 

アンケートの満足度は「満足・やや満足」が95%で、とても高
い評価をいただきました。 

第２回ロビーコンサート 
[演奏団体] ウクレレサークル 
[開催日]  平成31 年3 月4 日（月）12 時～12時3０分 
[入場料]  無料 
[会 場]    2Ｆロビー 
[来場者予定]  55 人 
[成果と課題] 
アンケートの満足度は「満足・やや満足」が98%で、とても高い
評価をいただきました。

（２回開催） 

１回目 

8 月6 日（月） 

実施済 

２回目 

3 月4 日（月） 

実施済 
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