
令和 3 年度「城南区人権啓発連絡会議」研修会         令和３年６月２３日（水）  

 

【講演テーマ】 

『 コロナ禍の家庭に起きる暴力 ～ ＤＶと児童虐待 ～ 』 

【講師】 

  ＮＰＯ法人 福岡ジェンダー研究所 理事 倉富 史枝（くらとみ ふみえ） さん 

 ～～講師プロフィール～ 

 ドメスティック・バイオレンス及び児童虐待防止などに関する 

 講演多数。福岡県同和問題をはじめとする人権問題に係る啓発・ 

 研修講師、県内自治体の男女共同参画審議会委員などを務める。 

 〇民間団体「こども CAP ふくおか」代表 

 〇西南女学院大学人文学部教授 

 〇九州大学基幹教育「男女共同参画」非常勤講師 

  専門は、ジェンダー論、社会学、家族社会学、福祉社会学。 

 

 

【講演要旨】 

 

１ 暴力とは人権侵害 

〇暴力は、力の差の濫用であり、力は、腕力・心理的圧迫・経済力・権威など多様な形で偏在・

潜在しています。力を持っている側の人が濫用することで人権侵害が起きます。 

 

○暴力は、閉鎖的な空間で起こり、他者による自己決定権の侵害を人権侵害といいます。 

 

２ 家庭で起きる人権侵害（暴力）とは  

○家族は、閉鎖的な空間であり危険な集団になることがあります。 

 

○児童虐待は、ケアリング（お世話される側とする側の関係性）による力の偏在に起因します。 

Ｄｏｍｅｓｔｉｃ （＝家庭内の）Ｖｉｏｌｅｎｃｅ（＝暴力）は、ジェンダー（社会や文化で作られた男女

性のあり方）による力の偏在で起きます。 

 

３ 家庭で起きる暴力の被害者の心理  

○被害者はなぜ逃げないのか？「逃げない」のではなく、恐怖感、無力感、自責感、複雑な心理、

経済的問題などで「逃げられない」状況におかれているのです。 

 

 

 



4 児童虐待とＤＶとの関係と最近の動向 

○子どもは、自尊感情が育たない、暴力を容認する、権力支配をモデルとするなどの影響を受

けます。被害者がＤＶを解決しようとするとき、加害者の攻撃は子どもに向かいます。 

 

○面前ＤＶの顕在化の影響もあり、児童虐待件数は 27 年連続増加しています。親が「体罰必

要」と考え、さらに「親の孤立」が加わると虐待につながります。 

 

＜地域で子どもや家庭の支援をされている方へ＞ 

○親が地域で孤立しているときに虐待が起きているので、家庭の暴力を「地域の問題」ととらえ

て、子育て中の親が孤立しないような支援が非常に重要です。 

 

5 コロナ禍の家庭で起きる暴力―災害時に DV 虐待は増加―「暴力は感染する」 

○新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言などで、家庭で過ごす時間が増えた結

果、ＤＶも増加しています。 

 

○世界では「影のパンデミック（世界的大流行）」と言われ、DV と緊急シェルターの需要の増加

が報告されています。日本でも、よりそいホットライン（ＤＶ被害者等専門）の相談件数や 10

代の予期せぬ妊娠などが増加しています。 

 

6 周りにいる大人として求められる４つのこと 

① 基本姿勢は被害者を守り、被害者の安全確保を優先すること。 

② 被害者に対しては、「徹底的な擁護」「暴力を軽く見ない」「被害者への偏見や誤った認識の

訂正」「支援の専門家へつなぐ」「被害者の望まないことはしない」「被害者の意思の尊重」

「被害者がしてほしいことをできる範囲で、無理はしない」。 

③虐待・ＤＶの被害者に関わる場合には、ひとりで抱え込まない、対象者を家族単位で捉える、

関係機関・専門家と協働することが大切。 

③ 家庭内の「暴力」を絶つためには、子どもたちに対する人権・非暴力等の早期教育の実践が

必要。子どもは他の家庭を知らないので、家庭外でコミュニケ－ションの方法を学び、暴力

が当たり前ではない対等な関係をつくる体験が大切です。 

 

７ 被害者も加害者もつくらないために個人として次の 6 点を一人ひとりが実践することが大切 

①自分のなかにある偏見に気づく 

②家庭内の暴力について正しい知識を得る 

③ジェンダーの縛りから開放する 

④パートナーとの対等で尊重しあう関係を作る 

⑤社会にある様々な暴力に敏感になる 

⑥「暴力を許さない」意志を表明する 

被害者が他者の力を求めるとき、それは被害者が自分の力を回復する第一歩となります。 

被害者はあきらめきっている人が多いので、その第一歩を支えていただきたいです。  

 

 



城南区人啓連だより 

 

人権とは 

人権とはひとことで言うと「幸せに生きていく権利」です。そして「幸せ」とは健康で

豊かに、かつ安全・安心に暮らしていけるということであり、誰もが「幸せ」を追求する

ことができる社会、それが人権尊重のまちづくりの理念です。 

同和教育の発展としての人権教育 

同和問題は同和地区出身者や居住者が結婚・就職差別等、日常生活の中で差別を受ける

日本固有の人権問題です。1950 年代、同和地区に居住する子どもたちの暮らしに心を痛

めた教師たちは「差別の現実に深く学ぶ」という同和教育の原則を確立しました。ここか

ら同和教育が始まり、1965 年の「同和対策審議会答申」や「同和対策特別措置事業」に

よって、同和地区の住環境や就労、教育等の実態は一程度改善されました。その後、同和

教育は広く人間尊重の人権教育の推進へと発展していきます。しかし、インターネット上

で同和地区を記載するなどの差別行為が頻発するなど、現在もなお、同和問題は解決され

ていません。 

同和問題解決への展望 

差別や偏見の背景にあるのは「思い込み」や「先入観」、「無関心」です。人権・同和問

題を解決していくためには、素敵な「出会い」や「ふれあい」を豊かにすること、暮らし

を通じて自分自身の問題として考えること、正しく学ぶ機会を持つことが大切です。同和

問題は人間がつくった人為的なものです。人がつくったものは一人ひとりの努力と頑張り

でなくすことができます。一人ひとりの意識が変わると社会も変わり同和問題も必ず解決

できるのです。(文責：城南区生涯学習推進課) 

 

 

 

 

 

 

 

講演会「人権・同和問題の解決を目指して～好感・共感・親近感が人権力を育む～」 

関西外国語大学教授・人権教育思想研究所長 明石 一朗さん 

 

令和 3 年 12 月９日に城南市民センターで第 50 回福岡市人権尊重週間「人権を尊重す

る市民の集い」講演会が開催されました。講師の幼い頃の体験談やジョ－ク、マジックな

どを交えながらの講演で大変分かりやすく、人権・同和問題について改めて考える良い機

会となりました。簡単に講演の概要をご紹介します。 

 















ことの葉クローバー松本
ま つ も と

会  場 城南市民センター２階ホール 

（城南区片江５-３-２５ ℡（092）862-2141 ） 

※公共交通機関でのご来場にご協力願います。

対  象 どなたでも参加できます。１回のみでも参加できます。 

定  員 各回先着 200 名

申込方法 事前申込制 （※裏面参照） 

主 催・ 

お問い 

合わせ先     

日 時 テーマ 講 師 

第

１
回

８/６（金） 

14：00～１5：３０ 
ネット社会と子ども

NPO 法人 

子どもとメディア 

常務理事 

三宅
み や け

玲子
れ い こ

さん 

第

２
回

8/27（金） 

14：00～15：30 

人生下りが面白い 

～100 年生きるということ～ 

ことの葉クローバー  

松本
ま つ も と

久美子
く み こ

さん 

第

３
回

９/2９（水） 

14：00～15：30

ひきこもりと８０５０問題 

～地域社会からの 

孤立を防ぐために～ 

KHJ 全国ひきこもり家族会 

連合会 副理事長・ 

宮崎大学教育学部 教授 

境
さ かい

泉
も と

洋
ひ ろ

さん

令和３年度 

城南区人権講座 
人権を尊重し、人の多様性を認め合うまちづくりをめざして、私たちの暮らしの中

にある様々な偏見や差別を考え、人権問題についての理解を深める講座です。 

ぜひ、ご参加ください。 

参加無料 

手話通訳・要約筆記あり 

新型コロナウイルス感染症 

対策についてお願い 

◆発熱や体調不良の方は参加をご遠慮ください。

◆会場では常にマスクの着用をお願いします。

◆新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止

する場合があります。
城南区生涯学習推進課 

℡ 092-833-4044 



   

令和３年度 城南区人権講座 参加申込 FAX 送信票 

城南区生涯学習推進課  池田宛 

FAX 番号：092-822-2142 
   

※下表に氏名（ふりがな）と電話番号を記入の上、参加希望日に〇をつけてください。 

 

（ふりがな） 

氏   名 

電話番号               

参加希望日（※〇をつけてください） 

【第 １ 回】 

８月６日（金） 

【第 ２ 回】 
８月２７日（金） 

【第 ３ 回】 
９月２９日（水） 

ふりがな  

（                           ） 

氏    名： 

電話番号： 

   

ふりがな  

（                           ） 

氏    名： 

電話番号： 

   

ふりがな  

（                           ） 

氏    名： 

電話番号： 

   

◆◆◆◆申込締切日◆◆◆◆ ８月３日(火) ８月２４日(火) 9 月２４日(金) 

（申込方法）

下記 FAX 申込書、E メール、ハガキのいずれかに「人権講座 参加希望」と明記の上、 

① 参加希望の講演会日 ② 氏名（ふりがな） ③ 電話番号を書いて、お申込みください。 

定員を超えた場合のみ、お断りのご連絡をします。 申込締切日前に定員を超える場合があります

ので予めご了承願います。 

 

（送付先） 城南区生涯学習推進課 

      〇 FAX         092-822-2142 

      〇 E メール      J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp 

      〇 ハガキ       〒814-0192 城南区生涯学習推進課（※住所不要）  

  

  ※お預かりした個人情報は本催しに関するご連絡のみに利用いたします。なお、参加者に新型コロナウイルス感染

が確認された場合は保健所等公的機関へ提供させていただくことがありますので予めご了承願います。 

   

   

 

mailto:J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp


 
 

令和３年７月30 日

（金） 

午後２時～午後４時

30 分 

（※13:30
開場） 

 
 
 

城南市民センター２階ホー
ル 
福岡市城南区片江５丁目３番25号 

  TEL：092-862-2141 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Ⓒ2019『長いお別れ』製作委員会 Ⓒ中島京子／文藝春秋 

 

令和３年度 城南区人権を考えるつどい 
 

 
 
 

令和３年７月30 日（金） 

午後２時～午後４時30 分 

（※午後１時 30分開場） 

 
城南市民センター２階ホール 
福岡市城南区片江５丁目３番 25 号 

TEL：092-862-2141 

 
◆西鉄バス「東七隈」バス停下車すぐ 

◆地下鉄「七隈駅」１番出口から徒歩 10 分 

※駐車場（有料）は台数に限りがあります。 

公共交通機関でのご来場にご協力願います。 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
場 所 

 
定 員 

 
申込方法 

 
主 催 

 お問い 

合わせ 

 

 

城南区生涯学習推進課 
℡：０９２-８３３－４０４４ 

 

日 時 

先着200 名 

 

 
事前申込制 
※裏面参照 

 

新型コロナウイルス感染症対策についてのお願い 
 ◆発熱や体調不良の方のご参加はご遠慮ください。 

 ◆会場では常にマスクの着用をお願いします。 

 ◆新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、 

  中止する場合があります。 

 
 

入場無料 

日本語字幕付 

城南区人権啓発連絡会議 



 
 
 
 
 
 
 

   
      
 
  (送付先) 

     〇Ｅメール J-shimin-c＠city.fukuoka.lg.jp 
     〇ＦＡＸ  ０９２-８２２-２１４２ 

〇はがき  〒814-0192 城南区生涯学習推進課宛（※住所不要） 
 

  ※お預かりした個人情報は、本催しに関するご連絡のみに利用いたします。なお、参加者に新型コロナウイルスの感染が確認 

された場合は保健所等公的機関へ提供させていただくことがありますので予めご了承願います。 

Ｅメール、ＦＡＸ、はがきのいずれかに「7/30 つどい参加希望」と 
明記の上、参加希望者全員の（最大３名まで） 
① 氏名（ふりがな）② 住所 ③ 電話番号を書いて、お申し込みください。 
定員を超えた場合のみ、お断りのご連絡をします。 

  

 



第５０回福岡市人権尊重週間 人権を尊重する市民の集い（城南区会場） 

関西外国語大学教授・人権教育思想研究所長 

明石
あ か し

 一
い ち

朗
ろ う

さん

 

令和３年１２月９日（木）

14：30～16：05（開場 14：00） 

福岡市立城南市民センター２階ホール 
（福岡市城南区片江５丁目３番２５号） 

TEL 092-862-2141 

入場無料 
要申込

先着１5０人（※要約筆記・手話通訳あり）

※中止の場合や定員を超えた場合のみ、お断りのご連絡を致します。

ＱＲコード、メール、ＦＡＸのいずれかで事前申込要 

※令和３年１１月８日（月）から申込受付します。
※詳しいお申込み方法については裏面をご参照ください。

【講師プロフィール】 

1955 年生まれ。母校である大阪府貝塚市立東小学校で教師となり、学校

長で退職。現在、関西外国語大学教授として、学生の教育養成等の指導に当

たる。小学校現場から全国同和教育研究協議会・大阪府教育委員会・大学教

育等を通じ、人権教育や道徳教育、PTA 活動等に長年携わり、子どもの見

方、接し方、褒め方、叱り方、心のつかみ方、学校・家庭や地域の教育力な

ど、今日の子どもをめぐる教育課題について研究している。 

主な著書として、「教育 Do it!」-動詞で考える学級・学校づくりのヒント

-(解放出版社 2015 年)ほか多数。 

城南区生涯学習推進課 TEL 092-833-4044 

主催 福岡市人権尊重行事推進委員会・城南区人権啓発連絡会議 

 問合せ先 

 申込方法 

 定 員 

 ところ 

 と き 



 

 
 
 
 

   

 
下記①～③のいずれかの方法でお申込みください。 

 
◆◆ 申込受付期間 令和３年１１月８日（月）～１２月６日（月）◆◆ 

 

         
 

右記 QR コードをスマートフォンなどで読み取り、 
申込フォームに必要事項を入力の上、送信して 

ください。 
 

 

 
 

件名に「つどい参加希望」と明記の上、氏名（ふりがな）、住所、電話番号を 

記入して下記アドレスまで送信してください。 

  【メール】 J-shimin-c＠city.fukuoka.lg.jp 
        （城南区生涯学習推進課 つどい担当） 

 

 
 

下記申込書に必要事項を記入の上、送信してください。  

【FAX】 092-822-2142 
（城南区生涯学習推進課 つどい担当） 

 

 
         

 
  

 

 
 
 

 
 
 

 申 込 先  

 

 

（ふりがな） 
 氏  名 

（                     ） 

 住  所 （〒   -     ） 

 

 電話番号  

メールアドレス              ＠ 

 ※ご記入いただいた個人情報は適切に管理し、目的外には使用しません。 

FAX 申込書 

   

新型コロナウイルス感染対策についてのお願い 

 ● 新型コロナ感染拡大防止の観点から中止となることがあります。 

 ● 参加者に新型コロナウイルス感染が、確認された場合は、ご連絡させていただくことがあります。 

   その場合には氏名および連絡先を保健所等の公的機関へ提供させていただくことがありますので、 

   ご了承ください。 

 ● 会場ではマスクを着用し、発熱がある方や体調不良の方の参加はご遠慮ください。 

 

申込方法① QR コードによる申込 
 

申込方法② E メールによる申込 
 

申込方法③ FAX による申込 
 

 



会 場

令和４ 年１月30日 （日）
10:00 ～ 11:30

先着順 20 名 定員を超えた場合のみ，お断りの連絡をいたします。

申 込 氏名，電話番号、町名を電話、FAX、メールにて鳥飼公民館へ

入場無料・要申込鳥飼公民館 講堂

（YouTube申込） メールのみ
城南区役所

〒814-0192   城南区鳥飼6-1-1
TEL 833-4043    FAX 822-2142
ﾒｰﾙ J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp

福岡大学・城南区役所連携事業

公民館来館定員

YouTube 配信 申 込 件名に「開催日（〇月〇日）鳥飼公民館・城南市民カレッジ」と
明記の上、氏名、電話番号、町名をメールで城南区生涯学習

推進課へ（電話、FAXでは受付できません）
後日配信用URLをお送りいたします。

※来館者はマスクの着用をお願いします。体調不良の方の参加はご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，YouTube 配信 のみの開催となることがあります。

ご来館は公共交通機関でお越しください

～鳥飼校区の歴史を学ぶ～

福岡大学の学生さんを講師として
「城南市民カレッジ歴史入門講座」を開催します。

福岡大学 学生

長沼茜里 さん

YouTube
配信あり

学生さんが講師をする
入門講座だよ♪

日 時

高取焼の歴史

令和４ 年3月13日 （日）
10:00 ～ 11:30

福岡大学 学生

福盛雅久さん 鴻臚館の瓦と中国瓦

講 師 テーマ

（来館申込） 電話、ＦＡＸ、メール
鳥飼公民館
〒814-0103   城南区鳥飼4丁目13-1

TEL 821-5227 FAX 821-5247  
ﾒｰﾙ torikai35@jcom.home.ne.jp

ライブ配信後、約２週間視聴できます



会 場

令和４ 年１月22日 （土）
10:00 ～ 12:00

先着順 40 名 定員を超えた場合のみ，お断りの連絡をいたします。

申 込 氏名，電話番号、町名を電話、FAX、メールにて別府公民館へ

入場無料・要申込別府公民館 講堂

（YouTube申込） メールのみ
城南区役所

〒814-0192   城南区鳥飼6-1-1
TEL 833-4043    FAX 822-2142
ﾒｰﾙ J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp

福岡大学・城南区役所連携事業

公民館来館定員

YouTube 配信 申 込 件名に「開催日（〇月〇日）別府公民館・城南市民カレッジ」と
明記の上、氏名、電話番号、町名をメールで城南区生涯学習

推進課へ（電話、FAXでは受付できません）
後日配信用URLをお送りいたします。

※来館者はマスクの着用をお願いします。体調不良の方の参加はご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，YouTube 配信 のみの開催となることがあります。

ご来館は公共交通機関でお越しください

～別府校区の歴史を学ぶ～

福岡大学の学生さんを講師として
「城南市民カレッジ歴史入門講座」を開催します。

福岡大学 学生

永山 亮さん

YouTube
配信あり

（来館申込） 電話、ＦＡＸ、メール
別府公民館
〒814-0104   城南区別府１目１５－１９

TEL 821-7489 FAX 821-2308
ﾒｰﾙ behu59@jcom.home.ne.jp

学生さんが講師をする入門講座だよ♪

日 時

別府遺跡の旧石器

令和４ 年１月31日 （月）
10:00 ～ 12:00

福岡大学 学生

西依 由里香さん
長屋王家木簡と
古代の宗像

令和４ 年2月 5日 （土）
10:00 ～ 12:00

福岡大学 学生

前崎 智行さん
別府遺跡の弥生土器

講 師 テーマ

ライブ配信後、約２週間視聴できます



会 場

令和４ 年１月21日 （金）
10:00 ～ 12:00

先着順 2４ 名 定員を超えた場合のみ，お断りの連絡をいたします。

申 込 氏名，電話番号、町名を電話、FAX、メールにて七隈公民館へ

入場無料・要申込七隈公民館 講堂

（YouTube申込） メールのみ
城南区役所

〒814-0192   城南区鳥飼6-1-1
TEL 833-4043    FAX 822-2142
ﾒｰﾙ J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp

福岡大学・城南区役所連携事業

公民館来館定員

YouTube 配信 申 込 件名に「開催日（〇月〇日）七隈公民館・城南市民カレッジ」と
明記の上、氏名、電話番号、町名をメールで城南区生涯学習推

進課へ（電話、FAXでは受付できません）
後日配信用URLをお送りいたします。

※来館者はマスクの着用をお願いします。体調不良の方の参加はご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，YouTube 配信 のみの開催となることがあります。

ご来館は公共交通機関でお越しください

～七隈校区の歴史を学ぶ～

福岡大学の学生さんなどを講師として
「城南市民カレッジ歴史入門講座」を開催します。

福岡大学 卒業生

内藤嵩浩 さん

YouTube
配信あり

学生さんなどが講師をする
入門講座だよ♪

日 時

七隈・菊池神社の顕彰運動
～建武中興六百年祭を事例として～

令和４ 年2月21日 （月）
13:00 ～ 15:00

福岡大学 学生

中村昴希さん
福岡大学周辺の元寇恩
賞地と薩摩の御家人

講 師 テーマ

（来館申込） 電話、ＦＡＸ、メール
七隈公民館
〒814-0133   城南区七隈４目２６－３８

TEL 871-6905 FAX 871-5247
ﾒｰﾙ nanakuma64@jcom.home.ne.jp

ライブ配信後、約２週間視聴できます



会 場

令和 ３ 年１２月４日 （土） 14:00 ～ 15:00

先着順 20 名 定員を超えた場合のみ、お断りの連絡をいたします。

申 込 氏名，電話番号、町名を電話、ＦＡＸ、メールで南片江公民館へ

入場無料・要申込南片江公民館 講堂

（YouTube申込） メールのみ
城南区役所

〒814-0192   城南区鳥飼6-1-1
TEL 833-4043    FAX 822-2142
ﾒｰﾙ J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp

福岡大学・城南区役所連携事業

日 時

公民館来館定員

YouTube 配信 申 込 申込期限 1２月２日（木）
件名に「南片江公民館・城南市民カレッジ」と明記の上、
氏名、電話番号、町名をメールで城南区生涯学習推進課へ

（電話、FAXでは受付できません）
後日配信用URLをお送りいたします。

※来館者はマスクの着用をお願いします。体調不良の方の参加はご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，YouTube 配信 のみの開催となることがあります。

ご来館は公共交通機関でお越しください

縄文時代の油山山麓
～南片江校区の歴史を学ぶ～

城南区役所では，「地域と大学が共生するまち」をめざし，
福岡大学と連携して「城南市民カレッジ歴史講座」を開催します。

講 師 古澤 義久さん 福岡大学人文学部 歴史学科 准教授

YouTube
配信あり

（来館申込） 電話、FAX、 メール
南片江公民館
〒814-0143   城南区南片江１丁目２４－２１

TEL 862-2453    FAX 862-2459
ﾒｰﾙ minamikatae99@jcom.home.ne.jp



会 場

令和４ 年１月22日 （土）
14:00 ～ 15:00

先着順 20 名 定員を超えた場合のみ，お断りの連絡をいたします。

申 込 氏名，電話番号、町名を電話、FAX、メールにて南片江公民館へ

入場無料・要申込南片江公民館 講堂

（YouTube申込） メールのみ
城南区役所

〒814-0192   城南区鳥飼6-1-1
TEL 833-4043    FAX 822-2142
ﾒｰﾙ J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp

福岡大学・城南区役所連携事業

公民館来館定員

YouTube 配信 申 込 件名に「開催日（〇月〇日） 南片江公民館・城南市民カレッジ」
と明記の上、氏名、電話番号、町名をメールで城南区生涯学習

推進課へ（電話、FAXでは受付できません）
後日配信用URLをお送りいたします。

※来館者はマスクの着用をお願いします。体調不良の方の参加はご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，YouTube 配信 のみの開催となることがあります。

ご来館は公共交通機関でお越しください

～南片江校区の歴史を学ぶ～

福岡大学の学生さんなどを講師として
「城南市民カレッジ歴史入門講座」を開催します。

福岡大学 学生

沼山旅羽 さん

YouTube
配信あり

ライブ配信後、約２週間視聴できます

日 時

浄泉寺遺跡・
片江Ｂ遺跡

令和４ 年2月19日 （土）
10:00 ～ 11:30

福岡大学 学生

永江里紗 さん 七隈古墳群と須恵器

講 師 テーマ

七隈・菊池神社の顕彰運動
～建武中興六百年祭を事例として～

福岡大学 卒業生

内藤嵩浩 さん
令和４ 年3月 5日 （土）

13:00 ～ 14:00

（来館申込） 電話、FAX、 メール
南片江公民館
〒814-0143   城南区南片江１丁目２４－２１

TEL 862-2453    FAX 862-2459
ﾒｰﾙ minamikatae99@jcom.home.ne.jp

学生さんなどが講師をする入門講座だよ♪



会 場

令和 ３ 年１１月２５日 （木） 13:00 ～ 15:00

先着順 20 名 定員を超えた場合のみ，お断りの連絡をいたします。

申 込 氏名，電話番号、町名を電話、ＦＡＸ、メールで堤丘公民館へ

入場無料・要申込堤丘公民館 講堂

（YouTube申込） メールのみ
城南区役所

〒814-0192   城南区鳥飼6-1-1
TEL 833-4043    FAX 822-2142
ﾒｰﾙ J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp

福岡大学・城南区役所連携事業

日 時

公民館来館定員

YouTube 配信 申 込 申込期限 11月19日（金）
氏名，電話番号、町名をメールで城南区生涯学習推進課へ

（電話、FAXでは受付できません）
後日配信用URLをお送りいたします。

※来館者はマスクの着用をお願いします。体調不良の方の参加はご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，YouTube 配信 のみの開催となることがあります。

ご来館は公共交通機関でお越しください

中世の信仰と板碑
～堤丘校区の歴史を学ぶ～

城南区役所では，「地域と大学が共生するまち」をめざし，
福岡大学と連携して「城南市民カレッジ歴史講座」を開催します。

講 師 西田尚史さん 福岡大学人文学科 助手

YouTube
配信あり

（来館申込） 電話、FAX、 メール
堤丘公民館
〒814-0151   城南区堤１丁目２０－２

TEL 861-4821    FAX 861-4834
ﾒｰﾙ tsutsumigaoka118@jcom.home.ne.jp



会 場

令和４ 年１月27日 （木）
13:00 ～ 15:00

先着順 20 名 定員を超えた場合のみ，お断りの連絡をいたします。

申 込 氏名，電話番号、町名を電話、FAX、メールにて堤丘公民館へ

入場無料・要申込堤丘公民館 講堂

（YouTube申込） メールのみ
城南区役所

〒814-0192   城南区鳥飼6-1-1
TEL 833-4043    FAX 822-2142
ﾒｰﾙ J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp

福岡大学・城南区役所連携事業

公民館来館定員

YouTube 配信 申 込 件名に「開催日（〇月〇日） 堤丘公民館・城南市民カレッジ」と
明記の上、氏名、電話番号、町名をメールで城南区生涯学習

推進課へ（電話、FAXでは受付できません）
後日配信用URLをお送りいたします。

※来館者はマスクの着用をお願いします。体調不良の方の参加はご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，YouTube 配信 のみの開催となることがあります。

ご来館は公共交通機関でお越しください

～堤丘校区の歴史を学ぶ～

福岡大学の学生さんを講師として
「城南市民カレッジ歴史入門講座」を開催します。

福岡大学 学生

藤立絋輝 さん

YouTube
配信あり

学生さんが講師をする
入門講座だよ♪

日 時

戦国時代の筑前寺社と

大内義隆

令和４ 年2月24日 （木）
13:00 ～ 15:00

福岡大学 学生

仲田美乃里さん 丸尾台甕棺墓の前漢鏡

講 師 テーマ

（来館申込） 電話、FAX、 メール
堤丘公民館
〒814-0151   城南区堤１丁目２０－２

TEL 861-4821    FAX 861-4834
ﾒｰﾙ tsutsumigaoka118@jcom.home.ne.jp

ライブ配信後、約２週間視聴できます



会 場

令和 ３ 年１２月１０日 （金） 10:00 ～ 11:30

先着順 25 名 定員を超えた場合のみ，お断りの連絡をいたします。

申 込 氏名，電話番号、町名を電話、窓口にて田島公民館へ

入場無料・要申込田島公民館 講堂

（YouTube申込） メールのみ
城南区役所

〒814-0192   城南区鳥飼6-1-1
TEL 833-4043    FAX 822-2142
ﾒｰﾙ J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp

福岡大学・城南区役所連携事業

日 時

公民館来館定員

YouTube 配信 申 込 申込期限 1２月７日（火）
件名に「田島公民館・城南市民カレッジ」と明記の上、
氏名、電話番号、町名をメールで城南区生涯学習推進課へ

（電話、FAXでは受付できません）
後日配信用URLをお送りいたします。

※来館者はマスクの着用をお願いします。体調不良の方の参加はご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，YouTube 配信 のみの開催となることがあります。

ご来館は公共交通機関でお越しください

隋唐の歴史と大運河
～田島校区の歴史を学ぶ～

城南区役所では，福岡大学の学生さんをお招きして
「城南市民カレッジ歴史入門講座」を開催します。

講 師 永井 直人さん 福岡大学 学生

YouTube
配信あり

（来館申込） 電話、窓口
田島公民館
〒814-0113   城南区田島３丁目７－２９

TEL 822-0307    

学生さんが講師をする
入門講座だよ♪



会 場

令和 ４ 年１月１7日 （月） 10:00 ～ 11:30

先着順 25 名
申 込 氏名，電話番号、町名を電話又は窓口にて田島公民館へ

入場無料・要申込田島公民館 講堂

（YouTube申込） メールのみ
城南区役所

〒814-0192   城南区鳥飼6-1-1
TEL 833-4043    FAX 822-2142
ﾒｰﾙ J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp

福岡大学・城南区役所連携事業

日 時

公民館来館定員

YouTube 配信 申 込 件名に「1月17日 田島公民館・城南市民カレッジ」と明記の上、
氏名、電話番号、町名をメールで城南区生涯学習推進課へ

（電話、FAXでは受付できません）
後日配信用URLをお送りいたします。

※来館者はマスクの着用をお願いします。体調不良の方の参加はご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，YouTube 配信 のみの開催となることがあります。

ご来館は公共交通機関でお越しください

田島神楽と豪農西嶋家
～田島校区の歴史を学ぶ～

城南区役所では，「地域と大学が共生するまち」をめざし、
福岡大学と連携して「城南市民カレッジ歴史講座」を開催します。

講 師 桃﨑 祐輔 さん 福岡大学人文学部 歴史学科 教授

YouTube配信期間
1月17日午前10時～1月31日午前10時

YouTube
配信あり

（来館申込） 電話、窓口
田島公民館
〒814-0113   城南区田島３丁目７－２９

TEL 822-0307    



会 場

令和 ４ 年 ２月１３日 （日） 13:00 ～ 14:30

先着順 25 名 定員を超えた場合のみ，お断りの連絡をいたします。

申 込 氏名，電話番号、町名を電話、窓口にて田島公民館へ

入場無料・要申込田島公民館 講堂

（YouTube申込） メールのみ
城南区役所

〒814-0192   城南区鳥飼6-1-1
TEL 833-4043    FAX 822-2142
ﾒｰﾙ J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp

福岡大学・城南区役所連携事業

日 時

公民館来館定員

YouTube 配信 申 込 件名に「２月１３日 田島公民館・城南市民カレッジ」と明記の上、
氏名、電話番号、町名をメールで城南区生涯学習推進課へ

（電話、FAXでは受付できません）
後日配信用URLをお送りいたします。

※来館者はマスクの着用をお願いします。体調不良の方の参加はご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，YouTube 配信 のみの開催となることがあります。

ご来館は公共交通機関でお越しください

油山天福寺の歴史
～田島校区の歴史を学ぶ～

城南区役所では，福岡大学の学生さんをお招きして
「城南市民カレッジ歴史入門講座」を開催します。

講 師 濱邉 空さん 福岡大学 学生

YouTube
配信あり

（来館申込） 電話、窓口
田島公民館
〒814-0113   城南区田島３丁目７－２９

TEL 822-0307    

学生さんが講師をする
入門講座だよ♪

ライブ配信後、２週間視聴できます



城南区役所と中村学園大学発達支援センターは城南市民カレッジ
講演会を共催しています。今回はZoomで行ったよつばもこさんの、
お子様の発達障がいや不登校に試行錯誤された親としてのお話を、
YouTubeで配信します。愛情たっぷり79分間の動画です。

〔プロフィール〕
発達に違和感がある我が子に診断名がついて
から25 年。学び、実践、親の会活動、一般啓
発など、ひたすら模索の日々。一人の親とし
ての体験談と子ども達が教えてくれたことを
お伝えする活動もしています。我が子が日々
成長する中で社会体制が整うのを待てず「な
いものはつくる」の繰り返し。自分ひとりで
はできないことも、仲間や助っ人と共に次々
実現。絵本出版もそのひとつで「微力は無力
ではない」ことを実感中です。2016 年より
『成人ASD 研究会 一般社団法人高槻ルー
ロー』代表理事。現在は主に成人ASD 当事者
とそのご家族と一緒に自己認知を深める研究
に日々取り組んでいます。

親心と子どもの世界

よつば もこ さん 絵本『学校コワイ』作者お 話

（申込・問合せ先） 城南区生涯学習推進課

〒814-0192   城南区鳥飼6-1-1 こちらからも
TEL 833-4043    FAX 822-2142 申込できます
ﾒｰﾙ J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp

～絵本「学校コワイ」に込めた思い～

大阪市教育委員会 第13回「はーと＆はーと」
絵本原作コンクール奨励賞 受賞作品

申込方法 申込期限 令和4年1月20日（木曜日） 先着100名に配信
件名に「親心と子どもの世界・城南市民カレッジ」と明記の上、
氏名、電話番号をメールで城南区生涯学習推進課へ
（電話、FAXでは受付できません）
後日配信用ＵＲＬをお送りいたします。

配信期間 1月24日（月曜日）午前10時～2月7日（月曜日）午後5時

※本動画は、お申し込み頂いた方のみ、限定で公開するものです。
SNS等への公開、無断転載は禁止しております。

無 料

要申込



立 体 紙 ヒ コ ー キ 作 り 教 室 

     
 

     



センターへご来館の際は公共交通機関をご利用ください

■西鉄バス

系統番号12 16 「東七隈」 下車すぐ

系統番号114 140 「七隈四角」 下車徒歩１０分
■地下鉄３号線(七隈線) 「七隈駅」 下車徒歩１０分(お申込・お問合せ先)

〒814-0142 福岡市城南区片江5丁目3-25

城南市民センター「博多人形づくり教室」係
☎:092-862-2141 FAX:092-862-2801

( 主催 )城南市民センター

指定管理者：九電ビジネスフロント・九州メンテナンスＪＶ

●開催日時 １回目：令和3年 9月19日（日）10時～12時（粘土から人形の成型まで）

２回目：令和3年10月 3日（日）10時～12時（作った人形に色付けして完成）

（注）1回目と2回目の間に乾燥を行いますので、２回とも参加できる方

●開催場所 城南市民センター ４階実習室

●講 師 室井聖太郎先生（博多人形師）

●対 象 者 市内在住か、市内に通勤または通学する小学３年生以上

（ただし、小学生は保護者１名同伴）

●定 員 １８人（保護者同伴含む ※応募多数の場合は抽選となります）

●参 加 料 ８００円（粘土、窯焼き及び顔料代として）

●応募方法 はがき・メール・FAX
住所・郵便番号・参加者氏名（小学生の場合は学年と保護者氏名）
フリガナ・電話番号を明記のうえ、下記の宛先までお送りください。

●応募締切 ９月６日（月）到着分まで

●抽選結果 ９月７日（火）～１０日（金）に連絡

※掲載の写真は過去の教室の模様と作品、参加者

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 http://jonan-c.net/
城南市民センター

アクセス



  

 

 

 

 

  

 

城南市民センター ホール 
福岡市城南区片江５－３－２５ 

☎（０９２）８６２－２１４１ 

日 付 

時 間 

場 所  

至 六本松 至 西新 至 鳥飼 

バス亭 

東七隈 

バス亭 

七隈四角 

バス亭 

東七隈 

地下鉄 

七隈駅 

至 油山 

至 

野
間 

至 内野 

福大 

病院 

至 

桧
原 

至 

橋
本 

福岡 

大学 

交通案内 
西鉄バス⑫⑯「東七隈」  下車すぐ 

    114  140「七隈四角」より徒歩 10分 

地下鉄七隈線「七隈駅」より徒歩 10分 

  

  

 

 

福岡 

大学 

福大 

病院 

島巡り橋西 七隈四つ角 干隈 

外環状線 堤 ト ン ネ ル 野芥口 

★城南市民センター 

© 2016 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.  

 

※整理券は 2月 1日（火）～配布 
【詳細は裏面をご確認ください】 

 

公共交通機関でのご来場にご協力願います。 
西片江 



 

 

 

 

助けてくれた最愛の少年イーサンに会うために何度も生まれ変わる犬の 

ベイリー。その犬の転生とともに描かれる、人間の愛情、成長、挫折。 

世代を超えて胸に響く、犬と人間の絆を描いた心温まる物語。 

 

［ストーリー］ 夏の暑い日、子犬が車に閉じ込められて苦しんでいるとこ

ろを、8歳のイーサンが助ける。感激した子犬はイーサンから一生は離れな

いと心に誓う。ベイリーと名付けられた子犬は、遊ぶときも寝るときもいつ

も一緒の彼らだったが、犬の寿命は人間より短い。そしてイーサンに会うた

めに何度も生き返る事を選んだベイリーの、長い人生の旅は始まる。 

 

 

主催：城南市民センター 指定管理者 九電ビジネスフロント・九州メンテナンス JV 

 

 

入場整理券は、２００席分なくなり次第終了です 

その場合、当日券はありません 

ご注意！ 

整理券が無い場合、入場できません。 

必ず事前に入場整理券を城南市民センターでお受取ください 

整理券配布場所   ＜※先着 200名＞ 

 城南市民センター（2F事務所窓口） 

© 2016 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.  

 

【新型コロナウィルス感染防止対策として】 
●マスク着用にご協力をお願いいたします。  
●入館時に検温・手指消毒をお願いいたします。 
●来館前の体調確認をお願いいたします。 

※情勢により中止または延期となる場合がございます。予めご了承ください。 



初めて大西洋を一人で越えた

令和３年11月14日
城南市民センター

1

スピリット・オブ・セントルイス号を

つくって飛ばそう！



① 立体紙飛行機について

・今回のキットは、大西洋を単独・無着陸の飛行に初めて成功したリンドバー
グが乗っていた「スピリット・オブ・セントルイス号」です。
実際の飛行機に近い形の紙の模型で、かつ上手く作れば飛
ばして遊ぶことができる、というものです。

・まずは、完成品を作りきるということが目的です。
わからないことがあったら遠慮なく聞いて、「ものづくり」の楽しさを感じ

てください。

② 今日の予定

１ 今日の概要

13:30～14:15 （45分）

14:20～15:05 （45分）

15:05～15:35 （30分程度）

15:35～16:00 （30分程度）

ガイダンス、飛行機作成（前半）

飛行機作成（後半）

企画講座

飛行大会

目安時間 内 容

2



・1927年5月21日22時21分（到着現地時間）、アメリカの飛行家、
チャールズ・リンドバーグが初めて西洋（ニューヨーク～パリ間）の単独無
着陸飛行に成功しました。

・飛行距離は5,810km、かかった時間は33時間半。現代ならば旅客機でも
平均的に6時間50分程度です。しかし、当時は自動操縦装置などありません。
広い大西洋に出てしまえば何の目印もありません。
高度を取れば翼が氷結、低い高度だと失速した時の立て直しが効かないなど、
どちらも墜落の危険が高かったのです。

２ リンドバーグの初の大西洋単独無着陸について

3



・また、飛行機は風や気流によって流されるので、まっすぐ飛んでいるつもり
でも飛行コースからどんどんずれていきます。
いずれにしても、当時、この小型機で一人で大西洋を渡り切ったリンドバー
グは非常に優れた飛行技術を持っていたのは間違いありません。

・彼はこの飛行で一躍世界的な英雄となり、日本にも何度か来ています。
戦前、彼が来日した際は、当時あった水上機用の名島飛行場にも着水してい
ます。

２ リンドバーグの初の大西洋単独無着陸について

4



・彼の乗機・スピリット・オブ・セントルイス号は、全長8.4メートルに対し
て全長が14メートルもある、非常に特殊な形の機体となっています。
これは、揚力を主翼で稼いで燃料の消費を少しでも減らそうとしたリンド
バーグのリクエストによるものでした。

・また、巨大な燃料タンクを操縦席前に積んでいたため、前方に窓がなく、横
窓から見るか、潜望鏡の様なか鏡で前方をみるようになっていました。
なお、最高速度は時速21４キロでした。

３ スピリット・オブ・セントルイス号について

5

スミソニアン博物館HPより



①② 尾翼を貼り合わせる

垂直尾翼、水平尾翼をボンドで貼り合わせます。

https://pigeon-poppo.com/pitching-stabilizer/

垂直尾翼の役割
左右の方向を安定させる

垂直尾翼の役割
上下の方向を安定させる

のりしろを開いて
ボンドをつけない
ようにする！

4 立体飛行機を作ってみる(1)

6

垂直尾翼は機体の左右方向を安定させ、真っすぐ
に飛ばす役割があります。
水平尾翼は、機体の上下方向を安定させ、機首を
上げ下げする役割があります。
どちらも飛行に大切な役割がありますので、
ずれないように平らに貼り合わせ、たわまないよ
うおもしの下で乾かします



③ 機首部分をつくる

エンジンカウルは前は八角形、後ろは四角形になるように白い点線を折り曲げ
て組み立てます。
先端ののりしろを内側に折ったら、エンジンの黒い丸印とのりしろ（ギザギ
ザ）の位置を合わせて真ん中にはりつけます。

エンジンカウルをつけたら、中にボンドを多めにつけておもりをはりつけます。
反対側からつまようじをさしておけば真ん中の穴の位置をあわせることができ
ます。（つまようじは、ボンドがかたまらないうちにぬいておこう！）

4 立体飛行機を作ってみる(2)

白線は、台形の
境目から折ると
やりやすい

ボンドは
たっぷり
塗る

つまようじ
はすぐに
抜こう！

裏から中心
をあわせよ
う！

黒い突起の
ひとつが
真上にくる



④ 主翼をつくる

https://www.sumitomo.gr.jp/kids/shikumi/spp01.html

真ん中をポッキリ
折らない！

4 立体飛行機を作ってみる(3)★

・主翼を真ん中からゆっくり折り曲げてから、
のりしろを折っておく。
のりしろは、大きい方は深く、ちいさい方
は浅く折る。

・主翼裏面には、下の中央と上の両端にそれ
ぞれ補強板を貼りつけます。

たわまないよう
平らなところで
作業しよう

主翼の役割
揚力を発生させ、飛行機を浮かせる

8

【主翼の正面のカタチ】

〇 ×



④ 主翼をつくる（続き）

4 立体飛行機を作ってみる(4)

・主翼後ろの小さいのりしろを立てて、ストッパーのように使いながら上面
の端を下面の大きいのりしろに貼り付けます。
この時、翼がゆがんだりねじれたりしないよう、
★机などの平らな面に抑えつけるようにしながらはりつける
★①、②の順で、内側から左右を均等に貼り合わせていく
ようにしよう。

3分の1くらいの
ところで丸みを
つけよう
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小さいのりしろを
ストッパーにして
へりを合わせる

・図のように、主翼の端を、前から3分の１
くらいを頂点にして補強板ごとに丸みを
つけます。（閉じるのは後で。）



⑤⑥⑦ 胴体、支柱をつくる

4 立体飛行機を作ってみる(5)★

・胴体支柱（主翼支柱）を図のように折り、
胴体と組み合わせるように貼り合わせる。
底面のマークどうしを合わせ、まっすぐ
になるようにします。

後ろのへりを
合わせ、水平に
はりつける！
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・胴体を図のように折り、
組み立てる

目印と目安線を
合わせて、まっす
ぐに貼りあわせる

・車輪の細い支柱を図のように折り、
胴体を裏返して太い支柱の穴を通し
てから先端を胴体の穴に差し込み、
はりつけます。

内側から
ボンド付け

底面のボン
ド付けは
後でする



主翼を胴体に取り付ける

4 立体飛行機を作ってみる(6)★

・主翼をうら返し、胴体上部ののりしろを目安線に合わせてはりつけます。
ボンドは少し厚めに塗り、上下だけでなく前・後方からも主翼と胴体の
中心線が垂直に取り付けられているかを確認しましょう。

11

上から、下から、
前から、後ろから
向きを確認して
ボンドが乾くまでに
調整しよう

向きが決まったら、
中から串などで
のりしろを押さえよう



機首を胴体に取り付ける

4 立体飛行機を作ってみる(7)

・機首を胴体前方に取り付けます。
取り付ける時に、支柱の底板を上げて、底の穴から串などでのりしろをおさえ
ることができます。

・エンジン前部に、スピナーをボンド付けします。
・どちらも、上下、前後方から角度を確認して、水平・垂直に取り付けるように
しましょう。

12

・取り付け終えたら、支柱の底面を
ボンド付けします。

12

上から、下から、
前から、後ろから
向きを確認して
ボンドが乾くまでに
調整しよう

この穴か、後ろの
穴から棒でのりし
ろを押さえよう



・はじめに貼り合わせておいた垂直尾翼ののりしろを開いて、水平尾翼にはりつ
けます。水平尾翼、垂直尾翼も中心を合わせ、垂直に取り付けます。

・組み合わせた尾翼を、機尾に取り付けます。
飛行機の飛ぶ方向が大きく変わってしまうので、上下、前・後方から向きをよ
く確認して調整しましょう。

尾翼をとりつける

4 立体飛行機を作ってみる(8)★

13

上から、下から、
前から、後ろから
向きを確認して
ボンドが乾くまでに
調整しよう

のりしろは深く
折り、水平尾翼を
しっかりと
はりつける！



⑧⑨⑩ 細部を取りつけて、仕上げる

4 立体飛行機を作ってみる(9)

・足のカバーをとりつけます。
・尾ソリとフックは、のりしろ部を折り返して貼り合わせてから、それぞれの
位置に貼り付けます。

・その後、主翼の両端を矢印の方向にのりづけします。
・最後に、車輪を貼り付け、胴体支柱を主翼の目安位置に
貼り付けます。

14

フック

尾ソリ

脚カバー

車 輪
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