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城南市民センター運営審議会委員名簿 (平成 24年 7月 1日現在)
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学校教 育 樫本圭一 長尾小学校校校長 新任

関 係 者
中村兼一 梅林中学校校長

井上秀之 片江小学校PTA会長 新任

大木裕子 長尾中学校PTA副会長

山下繁喜 城南区公民館館長会理事 新任

近藤弘子 城南区スポ・レク連絡協議会委員

社会教育

関 係 者 猪口志武 城南区シニアクラブ連合会副会長 新任

石内絵衣子 城南区男女共同参函連絡会会長

清永啓子
城南区子ども会育成連合会

会長

艶島 淳 城南区自治協議会連絡会議副会長

田部光子 福岡文化連盟理事

藤村文彬 城南区人権啓発連絡会議副会長

家庭教育

関 係 者 時枝陽子 城南区主任児童委員連絡会代表 新任

学識経験者 大谷善博 福岡大学スポーツ科学部名誉教授

吉川 昌子 中村学問大学教育学部准教授
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平成24年度城南市民センター主催事業計臨及び実施報告

{大事業:コミュニチィの活性化I
I.生涯学習の掻興

宮崎城南市民カレッジ
【目的】

様々な分野で活躍している講師の話を聴くことにより、ボランティア活動や地域での社会活動

へのきっかけづく世として、また、元気で主主きがいのある充実した生活が送れるようになるこ

とを沼指す。

⑧講演会風鳳闘全4回(健康、震史、地域づくり、国際交流など)

国 期医 ァーマ 講師

1 
9/20 「にこに』笑顔で!健康づくりJ 福間大学スポーツ科学部教

(木) 授民中宏務さん

2 
10/11 「福間械と城下の人々」 福隠市博物舘

(木) 学芸員高山笑顔さん

11/8 『認知症になっても安心して暮らせるまちJ 小規模多機能施設

3 (木) ~いつまでも住み慣れた地域で~ めおといわ「ゆいJ

※共催:城南区地域保健福祉諜 施設長党一浩さん
f劇団つつみjのみなさん

12/13 一部:r土づくりは人づくりJ 一部:(公財)オイスカ

(木)
~アジアと臼本をつなぐ有機農業~

西日本研修セン舎一

4 二部:r民俗楽器で巡るシルクロードの旅J
研修担当課長叢a敏幸さん

~民俗楽器i立野菜と閉じ
研修生主のみなさん

二部:民俗音楽研究演奏家
土から離したら味が落ちる~ 若林忠宏さん

[参加対象] 市内に住んでいる人，または通勤・通学している人

【申込人数} 募集定員 500人

【参加延人数]

{共催} 第3沼目:城南区地域保健福祉課 ※協力:第2回目福岡市博物館

【成果と課題】

。歴史操訪講座(継続事業:報告書作成)

{日時}平成24年6月 23 日(土)~平成25年3Jj 13:00~16:00 

【会場]城南市民センター会議室

{対象]前年度の受講者(希票者)による継続学習・報告書作成 25名

。講鹿子育て講鹿

【趣旨]

受講者

社会教育関係団体、 NPO・市民活動団体や子育てに関心のある人による協力体制をとり、日

演の子育てを見つめなおし、悩みや課題にどう向き合っていくかについて、講座参加者相互の学

びあいを基識にした講座を開設する。
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。r乳幼児と大人のための外遊び講座j

【内容】 乳幼児期は、人間としての心と体の土台を築く重要な時期である。

f自然は子どもの教科書」という方針の保育関・幼稚園では、乳幼児期の運動機能・能力の

発達は大脳の発達を促すことが実証されている。

プレーパークの発祥の国、デンマークでは、子どもたちが患分の責任で遊ぶことをモット

ーに自由な外遊びをする中で、身体とともに感性や思考力が重量かに発達するとともに、最か

なコミュニケーションカが育まれている。

そこで、現在乳幼児を子育て中の保護者はじめ大人たちが、日頃の子育てそ見つめなおす

機会として、乳幼児と大人が共に外遊びの実体験をする講座を開設する。

自 期日 学習テーマ 講師

1 
5/17 殺にとって、子どもにとって遊びとは PLAY FUKUOKA 

(木) ~遊び仲間づくりのためのグループワーク 代表 古賀彩子

2 
6/21 
(木) 福岡に

3 
7/19 お陽さまのもと、みんなで楽しく遊ぼう 言検遊び場をつくろう会

(木) (外遊び実習) 代表 白水一代

9/20 
4 

(木)

5 10/18 

(木)

8 11/15 

(木)

{参加対象】 乳幼児を子育て中の保護者・ご家族の方と同伴の乳幼児。

【受講者】 毅子3 H且(募集定員:大人30人)

[参加延総数】

【成果と課題]

H 文化振興

女子ども芸術劇場

受講者

25組

24紹|

城南区の文化・芸術の振興に寄与するとともに、セント施設の魅力の向上を留るために、文化

的な事業を会00i.実施し情操の禰養を図る。

@パックステージ探検隊〈子ども向け体験型企蘭講座〉

【内容]臼号室見ることのできない、華やかなステージを盛り上げる舞台装澄や照明・音響など、

実際に操作したり荷近に見たりするなど毅子で楽しく体験します。

[日時]平成 24年8月12日(日) 10:30~12:00 

{会場}城南市民センターホール

[対象]小学 3 年生~6年生と保護者

{募集定員130総(応募多数の場合抽選)

。城南区民を主たる対象にした事業

。文化・芸術作品の浸示・発表の機会の企画・実施
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{大事業:コミュニティの支譲]
1.コミュニティ支援(自治協議会等の支援を除く)
女日本語教室

回 期日 回数 登録学習者数

日本語中.ランティ7教室 4 ・ 4~3/27(水)

「ななくさj 13:30~15 ・ 30
47厨 18人

にほんごきょうしつ 4 降 4~3/27(水)

城南(じようなん) 19: OO~20: 30 47回 17人

【参加対象} 福岡市及び近郊に殺住の外国人(随時受付中)

※受講者の主な国籍

延受講者数 本.ランティ7数 延ポラン]-，(1数

日人

7人

…7月 17日現在

中国、韓局、モンゴル、イギジス、フランス、台湾、フィリピン、ベトナム、日本国帰化

【目的調内容】 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

アによる日本誇教室を開催するもの。

【成果と課題]

IL人材発掘罵養成

安広報紙づくり講座

。PTA広報紙づくり講霊祭

【自的】

城南区内小学校PTA及び中学校PTAの広報紙担当者を対象に、学校と家庭及び地域をつな

ぐ魅力ある広報紙を作成していくための実践的講座を実施するもの。本年度のテー 7 は、 『広

報紙 de みんなニツコリ!!~基礎から学び、魅力ある PTA新開を発行しよう~~

回 期日 ア マ 講師

5/29 広報活動とは何か?
1 漬砂量子

(火) ~広報紙づくりのJ基礎~

6/5 PTA新聞のよかとこに学ぶ
-・鰍フラウ社長・福間市男女共同参画審議

2 
(火) ~プロが実践的アドバイス~

会会長・北九州市広報懇話会委員

[参加対象】 小学校PTA及び中学校 PTAの広報穏当者

【参加延人数] 1 0 5人(申込人数 80人)

【成果と課題】

受講者

50人

55J 

広報紙を作るうえで大切なポイント(記事の書き方・写真の撮り方・タイトノレ・レイアウトな

ど)を具体的事例をもとに講義され、受講生から大変参考になったという趣旨の感想が多数寄せ

られた。ただ、 2国連続の受講者は 35人にとどまったこと、受講者ゼロの PTAが、中学校 1あ

った。中学校はすべての学校で運動会が終了しており、どのような日程、内容で講疫を会E聾する

か検討課題が残った。 PTA関係者の意見を聴取し、来年度に活かしたい。
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者善治竣広報紙実銭講鹿

[自的】

校長互自治協議会並びに校区人権尊重推進協議会はじめ校区諸団体の活動において、広報紙の編

集・作成を担当している役員などを対象に、地域広報活動の充実に資するため、実践的な講座を

開催するもの。本年度のテーマは、 『広報紙 deみんなニツコリ!!~読んでもらえる、読み

たくなる広報紙づくり~1I

回 期日 テーマ 講師

1 
10月

(木) 広報紙診断 選定中

2 
10月

(木) 広報紙診断

【参加対象】①城宿区内の校区自治協議会及び構成団体の広報担当者

②城南区内の校区人権尊重推進協議会の広報担当者

③校区の人権草害発・教育、自治活動などを支援する公民館職員等

{申込人数】

【参加延人数]

{成果と課題]

{大事業:地域課題の解決}

I.子育て支接m青少年の健全育成

宮崎子育てふれあい広場のびのび夢ひろばじようなん

【目的]

受講者

人

人

乳幼児とその保護者が、気軽に参加でき、のびのびと楽しく屋外遊びができる広場を設ける。

この広場では、保護者が臼演怒っている子育てのことなどをお互いに交流しあい相談することも

できる。本事業は、子育てに関する活動をしている市民グループ、子育てのひろばを開設している

生活協同組合、中村学園大学と福間大学の学生、城南区役所子育て支援担当各課が共働で企画・

運営を行う。

【テーマ] Wみんな遊ぼうお外で遊ぼう~赤ちゃんちびっ子家族みんなで、ょっといで~1I

【日時・会場]9月913 (司)・城南市民センタ}隣接の留の堤池

【参加対象】 乳幼児とその保護者及び小学生

{参加者規模】 親子 150人程度

[実行委員会構成団体} ふくおかに質険遊び場をつくろう会，中村学衛大学短期大学部幼児保育

科那須ゼミ，同大学児童量文化部PEC・ぺく，中村学間大学付属あさひ幼稚

園，福i潟大学児童文化研究会，エブコープ城南支所，城南区役所(子育て

支援課・地域支援課・市民セント)

【助言者] 那須{言樹氏(中村学箇大学短期大学部幼児保育科教授)

古賀彩子氏 (PLAY FUKUOKA代表)および向スタップ

[成果と課題】
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安市民参画講鹿子育て講鹿…再掲

II.社会教育関保団体連携事業

女子ども会育成会指導者研修会{子ども会育成会連合会との連携事業}

[目的冒内容】

新任の子ども会育成会指導者が、子ども会活動のあり方を理解するとともに、子どもが主役の

活動へと移行するためのスキルを修得することを隠的に研修会を務催するもの。

【期日] 5JJ 11 臼(金)19:00~20:50 、 5 月 1 9 日(土)13:30~15:30

※5月 19日(土)は、子どもジ}ダー研修と合間関催

【会場] 1面白福岡市城南市民センター会議室 2回目:福岡市立城南体育館

{参加対象} 区内各校区単位子ども会育成会新任指導者等

{募集人員】 各回 100人

【参加人数] 5月 11関口 75人、 5月 19日… 76人

【成果と課題】

昨年度は、初めて土濯日の午後iこ城南体育館で開催したが参加者が減になったため、今年は耳重

論編は夜間開催し、実習は土曜日午後という開催日程にした。しかし、アンケートでは平日の夜

は家事もあ哲参加しにくいとの意見がでている。研修会の内容については、楽しい内容で、他校

区とのつながりも出来たという感想もあり、お互いに励ましあってこれからの一年間の子ども会

育成会活動をさらに進める契機になったと考えられる。

*子ども会リーダー研修会{子ども会育成会連合会との連携事業]

【目的・内容】

子どもが主役の子ども会活動をより活発なものとするため、新任の子ども会担ーダーに対して、

子ども会活動の実際において役立つレクリェーション指導のスキルやグループワーク活動につい

て研修を実施するもの。

[綴白]①5月 19 日(土)13:30~15:30

【参加対象・人員] 新子どもリーダー 100人

【参加人数] ①5月 19S'" 1 2 4人

【成果と課鎖]

①5月，いろいろゲームを体験し、講師からその中に含まれている相手の事を考える、チームワ

ークの必要性などを学んだ。楽しかったゲームは子ども会でもやってみたいとしづ感想が多く、

また大人の参加者も一緒にグームを楽しみ、子どもとの一体感が生まれていた。今回もジュニア

ジーダーが講姉の補助を行い運営がスムーズにいくように行動していた。さまぎまな研修・体験

を還して主体的に子ども会活動を進める中で、リーダーとしての自覚が生まれ、ジュニアリーダ

ーへと子ども会の中で成長していくことが期待される。

女PTA研修講鹿【城南区小・中PTA連携事業1

【呂約・内容1
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、今後の単

位PTA活動の効果的な推進を図る。
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⑮小学校PTA

【期B.対象，参加入数] 5月28日(月) PTA役員・委員研修 (549人)

6月 18日(月) PTA新任役員研修 (58人)

φ中学校PTA

[綴日・対象・参加人数] 6月 11日(月) PTA役員・委員研修 (13 1人)

5月25日(金) PTA新任役員研修 (32人)

【成果と課題】

単位PTA毎の活動のあり方について、参考となる具体的な内容が理解できる場として定若し

ている。

新役員研修は、 PTAの基礎と共に研修、広報、教育問題(啓発・遼営)について、それぞれ

の成果や課題等の意見交換ができ、今後の活動につながる意味で有意義な交流会となっている。

各校区内の各種団体とのつながりも重視する必要があ明、 PTCA特に各校区の人権尊重推進

協議会活動との関係で研修、広報、啓発運営について、互いに協力や支援ができる体制を考えて

いくことが必要。

決PTA研究集会I城予算区小・中PTA連携事業】

【毘的・内容]

日頃のPTA活動の実践事例をもとに、意見や情報の交換を行い、今後の尊重位PTA活動の効果

的な推進を図る。

@小学校PTA

[期日・対象・参加人数] 8月20 13 (月) PTA役員・会員(人)

。中学校PTA

[期日・対象a参加人数] 1 2月 10日(月) PTA役員・会員(人)

【成果と課題】

女青少年鍵全育成研修会

(lJ、学校PTA'中学校PTA合同で潟催)【城南区小・ttPTA連携事業1

【自的・内容】

地域ぐるみで青少年の健全育成を推進するため、家庭教脊や青少年iこ関する問題について学習

を深める。

【期目・対象・参加人数】 1 1月 12日(月) PTA役員・会員(人)

【成果と課題】

{大事業:人権啓発婦教育の誰進1
1.区レベル雄進事業

*域甫区人権啓発連絡会謹

【自的・内容}

同和問題など様々な人権問題の解決を隠指す学習・草書発汚動を地域ぐるみで行う自主的な推進

組織(校区人権尊重捻進協議会)づくりを促進するとともに区民の人権意識の向上を宮指す。
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【参加対象} 城南区各種団体代表

[年間事業日程】

。総会及び委員研修・…… ω 6月25日(月) 3 7人

。人権を考えるつどい い 7月7日(土) 355人

。啓発キャンベーンの実施…ぃ 11月21日(水)人

。広報紙fこころjの発行 …3 jj 1 5日号 68，000部

※人擦を尊重する市民の集い… 12月6臼(木)人

・・実践事例発表:選定中

…講演:大野勝彦(河腕義手の磁家:風の丘阿蘇大野勝彦美術館館長)

{成果と課題】

女人権を考えるつどい(※城南区人権軍事発連絡会議の事業の再掲)

【尽的・内容]

人権を尊援し、人の多様性を認め合うまちづくりをめぎし、様々な角度から人権について考え、

地域に人権を大切にする意識の輸を広げる。

【テーマ】子育てシンガーmonrもん」 トーク&コンサート

~いのちをつなぐ「生まれてきてくれでありがとう!J ~ 

【期尽] 7 月 7 日(土)14;OO~16;OO

[参加対象} 市民一般、減南区各穏機関・図体

【参加人数】 355人

[主催] 城宿区人権啓発連絡会議、城南区役所、教育委員会

{成果と課題】

優しい言葉と美しい声で心に響く諮しと歌を聞くことができ、差別や人権についてあらためて

考えることができたとの意見が多く、好評であった。幅広い年齢構成での参加ができるよう工夫

していく必婆がある。

宮崎人権講座(指導者義成)

{箆約・内容]

(資料 13ページ}

はじめて人権教脊に取り組むPTA成人教育委員や入尊協の役員などを対象に、人権関題につ

いて学習を進め、人権意識の高揚と各回体における人権学習推進の充実を図る。

本年度のテーマは、『同和問題、子どもの問題、障がい者問題』

【参加対象} 市民一般、 PTA成人教育委員、校区人尊協役員

自 期日 テーマ 議鮪

6/8 絵本『いのちの花』からのメッセージ 九州産業大学講師
1 

(金) ~私のチャレンジ~ 園剖久子

6/13 「心がかぜをひくとき」 西九州大学非常勤講師
2 (火) ~“安心感"と 自 立 ~ 吉村春生

6/22 「これまでのあゆみから」 当事者(脳投まひ)

3 (金) ~と も に 生 き る ~ 問中真佐美

f呈 思中美E担率己

{参加者延人数] 285人

-7 -

受講者

85人

95人

105人



【成果と課題]

様々にある人権問題の中から本年度は問和問題、子どもの問題、障がい者潤題をテーマにして

実施した。

日常生活の中でなぜ差別や偏見が生まれるのか、また、向車口問題の歴史的成り立ちゃ子どもの

思考の有り様や日々の生活の中で人権を尊重しいかに自尊感情を高めるかという視点、や、障がい

者の関わり方にあらためて気づくことができた、との感想がみられた。

今後も臼常の中にある現代的課題に結びついた学習内容を取り入れていきたい。

安城南区人権尊重推進協議会交流会

{窓的=内容]

城南区内の校区人権尊重推進協議会役員・委員が組織・運営や事業について柁互に情報交換と

交流を深め、今後の活動に役立てるために実施する。

【繍催持期] 2月

【参加対象] 校区人尊協役員・委員、公民館職員

【参加人数】 人

【成果と課題】

宮崎城南震ヒューマンライツシアター

[毘的現内容】

伺和問題lこ隠する映像を視聴する映磁フォーラムを実施し、今なお存在する同和問題の解決を

目指し、未来に向かつての展望を考えるo

【期8] 10月2S (火) 昼の部、夜の部言十2図上映

【参加対象】 城南tz:内校区人権尊重推進協議会役員・委員、公民館職員、公民館運営懇話会委員、

各小・中学校教姉、部毒事解放周波福岡市協議会支部役員・委員

【内容} 挟爾選定中

講話①福岡市の陪和問題へのこれまでの取組から恩うことと期待すること

部落解放同盟福河市協議会書記長池勝

②福間市における同日問題への腕且から

【参加人数] 予定:120人

【成果と諜麹]

E掴地域レベル推進事業

福間市市民局人権推進課長荒木誠一

*校区人権尊重推進協議会育成幽支援※【地域支援諜連携事業1

[目的・内容]

河和問題など様々な人権問題の解決をめざす学習・態発を地域ぐるみで行う、校区人権尊重推

進協議会活動の活性化を図るため、人尊協活動の育成・支援を行う。

【期日} 透年・随時

【対象] 校区人尊協役員・委員

{成果と課題]

. 8・



*公民館人権教育研修指導m助言※{地域支援謀連携事業1

【期沼} 通年・随時

【対象] 公民館職員

【参加人数] 予定:延べ回数;50回、延べ人数;1800人

{成果と課題}

目社会教育関係団体推進事業

女小幽中学校pγA人権教育研修接当者連絡会

【目的・内容】

単位PTA人権教育研修担当者及び銀当教諭を対象に、基礎的な知識や研修方法・事務手続き

等について研修を行う。

{期日] 5)ヨ 14 白(月 )14:30~16:00

【対象} 区内小・中学校PTA人権教育研修担当者、人権教育担当教諭

【参加人数] 41人

【成果と課題]

はじめて PTA研修担当者になり、なぜ人権教育研修を取り組むのかなど、理解や認識を深める

最初のよい機会となっている。

それぞれの校区で今後、 PTA会員向け研修の企酒、実施のための参考となる。

単位 PTAが効果的に研修企画ができるように、内容の工夫、充実が必婆。特に学校での念頭の段

階で教員の参加が必婆である。

宮崎小a中学校PTA人権教育研修指導m助嘗

【罰的・内容}

PTA会員の人権問題に対する廷しい認識を図るとともに、学校における人権教育の取り級み

の理解と人権照題解決に果たす会員としての役割を明らかにするため、単位PTA毎に委員研修及

び会員研修の実施について、指導・助言を行う。

【期図】 通年・随時

[対象] PTA委員及び会員

【参加人数】 予定:延べ医数 ;34回延ベ人数;1， 300人

{成果と課題】

安城南区人権教育推進交流会

{罰的・内容】

人権尊重のまちづくりを進めるため、日頃の実践の交流と意見交換を行い、同和問題に対する

認識を深めるとともに、これからの人権教育の充実をめざす交流会。

【期日] 2月

{対象】 支部役員、公民館職員、小・中学校担当教諭、地域支援諜職員、生涯学習推進諜職員

【参加人数] 予定 :40人

-9・
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平成24年 度 城 南 市 民 セ ンター(主主渡学習推進諜) 運営方針

少子・高齢化，国際化，情報化等の著しし社会変化に伴い，人間の生き方や家庭のあり方がこれまでの

価鑓観や社会の常識ではとらえきれないほど多樹仕するなど，今日私たちを取り巻く環境は，大きく変化

してきでいます。

このような中，市民一人ひとりがかけがえのなし河新生として，人間らしく心豊かに生きていくことので

きる地麟措づくりが強く求められております。本市は，全ての人々があらゆる機会を通じて学て続ける

ことの大切さを考える生涯学習施策を進めるとともに，その成果を地域課題材献に活力寸仕組みづくり

に取り組んでおりますし、市民と地域行政治5カを合わせ地域の課遊説軟にあたる“共働"に取り組んで

おりますL

これらのことを踏まえ，当市民センターは，共に支えあい，共感しながら暮らせる住みよい主殴餅会会を

創り出す市民の育成を目指すと言う組織霞擦を堅持しつつ，今年度当初より、概ね施説室営は指定管理に

まかせ、事業実施は区役所に移設した新組織が責任を持っと言う体制に切り替えることになりましt-:..o

施設運営にあたっては，J3:!;潤間体の経験やノウハウを活用する指定管理者制度を導入し、市民がいつで

も気軽に安心して利用できる，親しまれる市民センターを醤指しま吹己

事業実施にあたっては，区の生涯学習の取りまとめを行う組織として関係各線が行う生涯学習路事事業

の体系化・調整射すいつつ、従来どおり、市民の学習欲求及。湖曜に適切に対応した学習機会の提供と言

う市民センタ}封建事業の実施目的に沿った事業展潤に努めますユ

人権教育・啓発の描隼にあたっては，同和問題をはじめあらゆる人権m守題材散を図るため，区役所・

公民館・校区人権尊重推進協議会や小学校・中学校PTAと連携して，一層の充実に努めます。

1生涯学習の要として機書留金化

区における生涯学習の拠点施設として，施設をより多くの市民の方にこち和蹄漬けるよう，指定管現

制度を導入し、民間団体の経験やノワハウを活かした施設貸出・施設管理を実現しま吹一

また，綴織は、区役所に移設し、生涯学習推進課傍続線目織名:教育委員会城南市民センター)と

名称変更し、地域や区民各震の多様なニーズfO芯えて関係各課が行う多様な生援学習関連事動コ取り

まとめ・調整業務を新たに行う外引き続き、市民センターも舞台として使用し、地蛾・区民が必援

とする生涯学習関連、人権教育・務発潟遥の主催事業を行いま七

2 :t'催事業の充実・携進

現イ恰台錬題守地繍購に応えた主催事業の充実を図り，生涯を通しての学習推進と住みよい地域コ

ミュニティづくりに努める人材とグループの育成並びに活用を目指します。

(1)市民の生涯学習の振興のため現イ恰甘課題の解決をめざす事業を実施しま七

(2)地域コミュニテイづ、くり支援のため地減課闇草決の担い手となる人材育成に関する事業を実縮

します。
(3)子育て支援や青少年健全育成のため、又生涯学習を通じてのボランティア養成のための大学、民間

団体と連携した事業を実施します。

(4)相会教育関係団体等との連携による事業を実施します。

3人権教育・魯発の推進

「篠岡市人権・同和行政基本方針j及び「福i湾市人権教育・啓発基持十画J等に基づき，公民館 .p

TA等の地域廿子われる人権絞斉研修の助言、指導に努めるとともに、仮における人権教育・啓発の

宇惨集を密ります。

また，校区人権尊重台釜協議会活動の充実と料品織槙区への結成に向けての支援を1fいます。
一/ー



平成24年度城南市民センター予算内訳(案〉

〔単位;千円〉

予 算 額
区 分

23年度 24年度 比較

歳
ホール・会議室等使用料 6，729 6，4 75 .6.254 

入 自動販売機等設号室料 1，232 1，232 。
4E2コh 言十 ア，961 γ，707 ム254

〈単位，千円)

予 算 額
区 分

23年度 24年度 比較

一般管理賛 2，148 
管現

ア5，903 ア，188運営費 施設管理費 66，56ア

歳 図 書 館 費 6，662 6，662 

小 言十 68，715 82，565 13，850 

主催
市民講座等 3.747 3.510 .6.23ア

出 事業費
人権~発連絡会議 833 783 ム50

PTA研 修 費 499 427 ム72

計 5.0ア9 4.720 ム359

施設護備費 38.832 2.582 ム36.250

4Ebコh 言十 112.626 89.86γ ム22.ア59
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平成24年度城衛区市民セン事一主催事業

{大事業) (中事業) (小事業) コi

生涯学習推進会議

| コミ戸テイの活性化卜 生涯学習の援輿 城南市民カレッジ 5月-3月

援史探訪講座(継続:グループ研究)

市民参画謙鹿(子育て欝座} 5月-12月(全6毘)

文化援翼 子Eも芸術嵐場(指定管理者)

バコ(自ー治協議会ィ轄支の援支援を除く) 日本務教室(2講座} 4月-3月

瞳域活動~ヌ講重量t地犠案提録免催)

広報紙づくり講座(PTA等} 5月"":"10月(全4困)

健子全育育て支成援・青少年の

々
(子育てふれあい広場}

9丹(11ill)
のびのび夢ひろばじようなん

子脊て講座(※再掲 f市民参甑講座J) 5月-12月(全6図)

社会教育関係団体連携事業 ト 子Eも会育成連合会Pーダー研修会 5Jl・2月(全2回)

子ども会育成連合会指導者研修会 5月(生2回)

小・中学校PTA研修講座 5月('J、学学校校)) 
6月(中

4、・中学校PTA研究集会 8Jl (小学校)
12且(中学校)

小・中学校PTA青少年健全育成研修会 11月(1問)

| 人権啓発教吋進トイ区レ叫推進鞘 城南区人権啓発連絡会議 4月-3Jl

城南区人権を考えるつどい 7月(11ill)

人権講座(指導者義成} 6月(金31ill)

人権毒事重推進協議会交法会 2月(11ill)

披南区人権ヒューマンライツシ7{1- 10月m苦}

地域レベル推進事業 校区人権尊.Ili:援進協議会育成・支接 4月-3月

公民館人権教育研修指導・助言 4月-3月

刊社会教育密体献推進事業ト 小・中学校PTA人権教育研修担当者連絡会 5月(1間)

小・中学校PTA人権教育指導・勃言 4月-3月

人権教脊推進交流会 2月(1包)

J 



平成23年度城南市民センター利用状況 (平成23年明~平臨時3月)

各年度悶期間比較

1部屋別利用状況
{単位=件数:件圃人数人=利用問数回)

区分 ホール 視聴覚室 音楽室 実習室 第1会議室 第2会議室 第3会議室 第1和室 第2和室
言十

(定員) (500) (90) (40) (36) (90) (42) (16) ( 18) ( 12) 

件数 384 288 541 396 258 398 510 420 452 3，647 畠晶司】幽幽帽幽 回--園田幽幽曲国国幽国 -幽圃圃創世園出圃酬---司開 帽開明朝曹司'開開明咽-----骨齢陣同国島田・.-ー】時句._------ --明開閉胃--開骨開 ーー・』櫨世世幽姐._-・・ ー・邑』ーーー帽再『明楠岡 胃鴨司骨相帽柳田胴品同幽--圃圃桐同園喧禍同岡戸帽幽司.-副M

21 人数 32，636 9，532 7，056 7，356 10，903 7，089 4，992 2，894 2，627 85，085 
年 a幽圃畠._-掛且--司国】 岨四-畠岨曲圃悼圃M悼伺師"再開静開--同開周回圃岨 幽回幽幽幽周幽幽幽幽ーー 『同司司骨情"ー帽--再 帽甲骨骨骨骨骨圃幽-- -・ー幽晶晶佳品動植掛曲晶』 同ーー『司帽明『帽苧『問 -----幽圃園出ーーー ，ι"・--司再開田--世田幽

度 利用密数 593 433 605 502 400 559 614 547 576 4，829 圃圃幽園幽園出『司輔・.-同-幽M 同】司司明朝開聞 開田園帽_.開幅四四圃岨副 4 ・且岨岨幽合幽幽幽岨』幽幽帽 』向田四，骨骨胃骨骨ー冊 骨骨骨僧------- ---ー幽曲-同値曲ー 同--明明朝欄桐明酬明開 --瞬時画幽幽幽】岨『ー --四冊目回目齢幽.-幽且幽
科用率 57.0出 41.6覧 58.1略 48.2出 38.4幅 53.7出 59.日目 52.5% 55.3出 51.5出

件数 354 302 591 383 251 320 488 373 425 3，487 
再弔問閉---同『崎幽幽崎司噌阿司明開園帽 『輔梢句『再司._----居植田島齢世ー--幽幽ー 司晶』・M 幽-咽・.-旬司亭『再 ー'・m 掴・・・ー・------ーー.圃圃幽幽幽 幽創“ー“““個--開 肝-------同軒回開 四姐幅値岨】』ーーー--開閉胃聞骨岨岨岨幽岨a 幽幽』

22 人数 29，885 10，612 7，681 7，650 11，802 7，273 4，850 2.746 2τ505 85，004 
年

利用図鑑
_-_"圃坤』司帽田再開胃 四回『鴨幅四弔問『・・ー ーーーーー幽幽幽幽幽温幽 司薗圃値曲『帥同情同剛司噌再『咽 情園田四四四回・.幽.幽 圃幽幽副幽幽幽幽幽幽幽 幽--幽-------母国帯------胃--幽 幽同国幽---回『同開伺 間同開幽圃幽幽崎---圃剖『

寝 580 435 665 535 404 477 587 502 588 4，773 岨ー圃幽圃圃幽幽幽幽幽圃副 同『圃崎圃暗唱『同情司F 同開 ---園田・田・ーーーー 圃圃臨創喧e幽圃幽幽幽喧且 旬出制・『】帽胃胃幅四咽骨 骨骨押開四回開園田昌田園 幽且』白幽困ーー戸ー骨骨骨 田昌嗣ー出血幽幽『ー同『ー
利用率 55町7% 41.8覧 63.9% 51.4覧 38.8百 45.8首 56.4百 48.2% 56.5見 50.9出

件数 336 267 599 347 197 346 496 359 409 3，356 
W 四四四回四回 四四陣同帽帽陣帽四回開閉 開閉開明静岡開四回幽圃幽 ー』押同同開同司開閉帽帽 四割園田園睡眠園田園圃幽 幽出幽刷幽晶画圃曲圃頃曲-- 胸骨---明開帽----再甲骨輔副同岨幽圃幽幽幽 同----句ー酬桐明曹.帽 --・.__.崎白叫叫再胃'時四

23 人数 24，087 9，161 7，766 5，961 9，273 8，331 4，848 2，749 2，348 74，524 
年

flJ障関覇

--岡田四四回開再再--骨回帰陣再---・田園圃-ー且幽園出幽幽園出幽ー-----胃『回開同開田圃帽 開・・ーー-幽--且凪 世晶白幽M・--曲---- 相『胃句相官胸骨開閉開骨骨 胃相且掴幽幽値幽幽幽幽且 』品世--相暗--嗣-----晶画圃幽-再--明暗明司

度 570 380 646 518 312 472 599 475 570 
44.594.52 覧--骨骨骨四回・ー世出品 由国幽醐駒圃崎坤--幽---・---町四司胃骨骨.圃 田昌a ・.-世幽岨岨幽幽幽 畠値品世岨勘悼白神崎鞠阿町 相『鞠帽明鞠帽欄噂._--僻.幽幽幽邑幽合幽e・e幽曲 』同ーーー戸田岡田園・ー

利用事 55.9覧 37.3覧 63.3'国 50.8覧 30.6% 46.3% 58.7覧 46.6事 55.9% 

※f1J用車 ...23年度i立平成23年10月13日-18白'23-25回の9日間エレベ一世一工事のため、利用回数!340自{利用可能日)X3回 (1自由利用可能自数)

。託児室利用状況

区分 般 主催事業 計

件 一五 jq λ 件 人

21年 度 30 250 18 103 48 353 

22年度 30 261 9 61 39 322 

~ザJ1{I 31 250 11 56 42 306 

2盟{本別利用状況

1& 分 公 共機 関 随 体 グループ・サーウJレ 主催事業 富十

22 件 数 197 1，151 1，846 293 3，487 
年 幽幽幽幽幽園田昌圃圃圃幽幽幽幽幽幽出 “ーー.静岡『同同向田園開 R 園田園開園田 ーー・・・・・掴幽園田崎剛帰陣剛階構 同輔帽輔帽帽田明田明骨咽骨帽同開--帽胃 ー帽.圃園田圃岨且幽出歯圃悼ー】ー--司

度 人数 7，601 42，729 19，087 15，587 85，004 

23 件 数 267 1，056 1，762 271 3，356 
年 同岡田--ーーー開園田岡田間同回路耐曲 圃・・・・ E 園田圃圃圃幽世田園色直幽曲 同園椅『帯明暗岬同静岡'閉岡田園田園----ーーー---ー圃世同同劇幽骨肉崎同榊 -柑帽胃F曹司.-圃'・._-睡掛圃幽幽幽

度 人数 12，455 34，371 19，404 8，294 74，524 

※図{本..一-社会教育文化鴎係，地域づくり間体，企業関係回(本政治扇張扇扉;宗教関係週~
グループ・サーウル・・・趣味的・同好会，愛好会，大学・寓校関係クラブ・サークル

。平成23年度団体獄事j用割合

(件数)

52.9目

主催事業公共機関

5.7百 8..4百

(人数)

主催事業

グループa

団 体 サークル

33.0也 22.5%

- 4-

公共機関

体

50.3出



3各市民センター利用状況

1& 分 東 博多 中央 言寄 場南 早良 商

21 件数 2，835 4，121 5，947 4，626 3，647 4，85日
年 ー..・畠値ー国司帽帽何回間帯・・ー--岨也 『帽帽帽閉園副且幽幽由畠岨国--曹司事司鴨 司『桐伺幅四岨.-副司同問桐明桐桐冊目幽 助 副 且 岨 岨 岨 』 ー ー 再 『 間 帯 司 明 弔 問 帽 世 幽 姐 ー『閉弔問帯相自閉園品世曲圃薗悼--- 開四四幽幽幽幽歯肉再開帽副柚白幽也戸』

度 人数 69，110 121，683 198，677 142，104 85，085 137，989 158，731 

22 件数 2，719 4，184 6，063 4，714 3，487 4.744 4，286 
年 ーー・・帽個目幽世幽晶量曲』向叫司亭『鴨 岨・・軸・ー司d有国司圃胃司桐明司--個曲幽唱曲 ー・曲--晴鴨回目明 田 園 幽 幽 出 血 凪 岨 也 『 胃宥冒幅胃司岨・M幽岨岨岨晶司鴨---- 伊四割園田副輔圃-聞開園間四幽幽曲- 同国F 旬開開問帽抽幽陪由『同帽世田値 世姐色白--~-再明._----幽幽・ー--

度 人数 67，340 121，160 185，770 144，063 85，004 133，887 138，601 

23 件数 2，726 4，181 5，904 4，202 3，356 4，571 4，404 
年 軸凶岨輔園周曹司冒同帽骨・ー--幽幽 F 再開胸骨帽罰・ー園田刷且--回目骨骨 圃圃圃圃・4 同喧晶司 崎崎岬暢問問回目明明. 圃世幽幽晶時同前田曹司骨曹圃圃幽世世- ー明---問問問問晶嗣喝回ー四四帽開 園田幽幽幽幽曲恒桐--開陪M 幽』同ー 伺桐帽曲幽値幽幽同凶】『胃噂司時『四四回・』

度 人数 68，315 116，209 178，647 134，401 74，524 126，269 137，830 

※城爾雨主主セン膏ー(23年夏万三ラ工、て志平扇弱年10肩百日ん18・23二25日の幅7菌、ヱレベニ手工事わ五五bセン手二面利扇可語語数3.

。各センター年度.iJIJ利用状況(件数)
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。各センター年度耳目利用状況(人数)
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