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議事(1) 

平成24年度域南市民センター主催事業実施報告について

{大事業:コミュニティの活性化1
I 生涯学習の振興
女城南市民カレッジ
【毘的]

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

へのきっかけづくりとして、また、元気で生きがいのある充実した生活が送れるようになること

を目指す。

o講演会掴鐘掴全4図(健康、歴史、地域づくり、臨際交流など)

翻 期B テーマ 講師 受講者

1 
9/20 「に」にこ笑顔で!健康づくりJ 福間大学スポーツ科学部

(木) 教授回中宏暁さん 130人

2 
10/11 F福岡械と城下の人々j 福鴎市博物館

(木) 学芸員高山英童書さん 124人

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

(木) ~いつまでも住み慣れた地域で~ めおといわ「ゆい」 227人
3 

※共催・城南区地域保健福祉課 施設長党一浩さん
「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」
一部(公紛)オイスカ

(木)
~アジアと日本をつなぐ有機農業~

商日本研修セン告ー 89人

4 二部:r畏族楽器で巡るシルクロードの旅J
研修担当課長豊田敏幸さん

~民族楽器は野菜と同じ
研修生のみなさん

二部ー民族音楽研究演奏家
土から離したら味が落ちる~ 若林忠宏さん

【参加対象1市内に住んでいる人，または通勤・通学している入

I申込人数1393人(募集定員 500人) ・・・・平成 23 年度 602 人(昨年度よ~ 209人減)

I参加延人数1570人(平成23年度全6回 1.025人)

I共催】第3回目:城南区地域保健福祉課 ※協力.第2翻自福間市博物館

{成果と課題1
第 1間関「健康づくり j では講演途中で隣接する西堤の池でスロージョギングの実践指導

が行われた。高齢のjjも多数参加していたため転倒などを心配していたが，講師のお話しの

通り無理なくできることを体験したことにより実践していこうという声が多数あがった。

申し込み者の減は昨年まで6月のスタ}トが 9月からの梼僚となり，市教だより掲載等に

気づいていないことも影響しているようだった。次年度は区役所内の事業実焔課と連機を図っ

た広報活動を行っていきたい。受講者アンケート結果は，大変良かった・良かったが 86%で

あった。

。歴史探訪講座(継続事業:報告書作成)

[a 時I 平成 24年 6 月 23 臼(土)~平成 25年 3 月 13:00~16 : 00 

I会場}城南市民センター会議室

[参加者]前年度の受講者(希望者)による継続学習，報告書作成 16人

【作成状況] 2月末までに 28回(座学等:21回現地誠査:7翻) 製本依頼中
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o講鹿子育て講鹿

[目約l

社会教育関係、回体、 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

頃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

びあいを基軍事にした講疫を際設する。

。r乳幼児と大人のための外遊び講座』

【内容]乳幼児期は、人間としての心と体の土台を築く重姿な時期である。

「自然は子どもの教科書Jという方針の保育園・幼稚歯では、乳幼児期の運動機能・能力の

発達は大脳の発遣を促すことが笑読されている。

プレーパークの発衿の扇、デンマークでは、子どもたちが自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カが農かに発達するとともに、豊か

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、日頃の子育てを見つめなおす

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。

E主 嫁日 学習ナーマ 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 お湯さまのもと、みんなで楽しく遊ぼう 首険遊び場をつくろう会

(木) (外遊び実習) 代表 白水一代

4 
9/20 

(木)

5 10/18 

(木)

6 11/15 

(木)

{参加対象}乳幼児を子育て中の保護者・ご家族の方と問伴の乳幼児。

I受講者l毅子37組(募集定員:大人30人)

I参加延経数1136組

【成楽と課題1

受講者

25級

24組

26組

20総 l

20組

21組

アンケートから，長期間の講座実施の有効性，子ども及び保護者の行動・心身に良い変化

があったことがわかった。

子どもの変化:絵を拾いたり・水遊びが大好きになり，外で積機的に遊ぶようになった。

月齢が異なる集笛の中でも，楽しく遊べるようになった等。

保護者の変化.解放約な気持ちになり，心に余裕をもって子育てができるようになった。

外遊びのヒントを得ることができ，参加者による見守りの雰沼気も生まれ，褒め言葉が増え

た。他のお母さん方の子どもへの援しjjが参考になった。子どもの遊ぶ後ろ姿を見守る大切

さを学べた事が，今後の子育てをしていく中で，親として大人としての姿勢の基本となるこ

とを感じた。

この体験をした保護者と未体験な保護者との交流できる場の設定を考えなければならない。
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E 文化振興 (指定管理者担当)

女子ども芸術劇場

城南区の文化・芸術の振興に寄与するとともに、センター施設の魅力の向上を図るために、

文化的な事業を企画・実施し情操の繍養を図る。

oパックステージ探検隊〈子ども向け体験型企画講緩〉

{内容Js頃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置や!照明・音響など、

実際に操作したり間近に見たりするなど親子で楽しく体験します。

{日時1平成 24年8月12臼(日) 10:30~12 ・ 00

I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

I募集定員J30組。忘募多数の場合拍選)

【申込組数I子供23人，保護者22人

I成果と課題l
ジャズダンススタジオに依頼しジャズダンスを 30分行い、その後、ダンスで使った演出道具

をキーワードにして子ども遠の興味を高めた。 3斑に分かれて音響効果やスモーク装置、効果音

装置などを体験してもらったことにより、参加した多くの子ども達や保護者からは楽しかったの

で次回も参加したいとの感想をいただいた。

指定管理者になって初めての主催事業であったため、早めにホーノレの予約が出来ず祷催日がお

益金書官の8)112日となり参加者の募集に手間取ったことは今後の運営への反省点であると感じま

した。また、運営留において言十E曹を立てた段階で役苦手j分担が明礁でなかったために進行がちぐは

ぐになったので、今後は当日の進行表等を作成し綿密な打合せを行った上で実施していきたい。

oロピー(2階)展示

-博多紙嵐山笠人形展示

I期sJ平成 24年 10月 10日(水) ~12 月 16 日(日)

【成采と課題I
平成 24 年 7 月に実施された博多祇嵐山笠の東流れ五番山笠の飾り山人形「牛若丸i~験之場よ

り牛若丸・大天狗鬼一法眼jを展示。展示協力は昔話作者である伝統工芸土人形作家の「室井皇太

郎氏JIこ依頼した。広報は城南区内の施設(近隣の幼稚闘・城南区内の小学校・公民館、城南区

役所)ヘポスター・チラシを持参し、西日本新聞へは記事掲載依頼を行った。

ロピ}幾示のため見学者の延人数は不明ですが、近隣のダリア幼稚題の圏児・片江小学校の

児童も見学に来館、新慌を見て来られたお客様もあ号、迫カある人形を楽しんでいただきました。

今後は感想、をいただけるようなアンケート籍を設置する等して、見学者の意免も確認できるよう

にしていきます。
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-写真展

【期S]平成25年 1月 10日(木) ~1 月 15 日(火)

{成果と課題】

当センターを利用している「城南フォト同好会Jの団体に協力をいただき開催の運びとなりま

した。開催毅関が短いのではという意見もありましたが、団体の要望で「この期間に開催してい

る」と友人にも声掛けをしやすくするため集中的な実施となりました。ロビー展示のため見学者

の延人数は不務ですが、団体からは「作品の発表をする場所・機会がなかったので、作品展が出

来てよかったJr次回も半年に 1問のベースでやりたしリとのお声をいただきました。

お客様より①作品の撮影場所②撮影時間の質問があったため、今後は出来る限り表示をして

いく。また、感想をいただけるようなアンケ}ト箱を設置する等して、見学者の意見も確認、で

きるようにしていきます。

oにこにこアンチヱイジング健康運動

I痴催時期・回数}平成24年 10月5日(金) ~10 月 25 日(木)全 4 図 10 : 00~ 1l : 30 

I参加対象1生活苦言慣予防に関心のある方で城南区に住む65歳以上の方

I申込人数] 1 6人

【成果と課題】

当初、募集の告知不廷で参加人員に不安が残りましたが、 20名の募集に 16名の参加があり、

まずまずの人数になりました。

アンケートから、この講座をきっかけに運動習慣を身につけ、生活習慣病の予|坊や健康づくり

を始めたい，このような講座があればまた参加したいなどの回答をいただき、無理なく楽しく参

加され，成功した講座と感じました。

oアニメ狭扇『ももへの手紙j上映

【綴日I平成25年 1Jl 1 4日(月) 1回目 10: 00~12 : 00， 2 呂田 14:00~16:00

【対象}小学生以上

I鑑賞者数】計 93人

【成果と課題1

今回、上映会は主催事業として初めての試みのため役割分担を行い、各担当がカを発揮し滞り

なく準備ができました。映習の選定についても、大多数の方が「おもしろかったj との沼答が

あり、映商内容には問題はなかったと恩われます。しかし、当日の入場者数が 2回合計で 93

名と少なく①開催時期が寒い冬場の 3連休最後であった事②小中学校・公民館にポスタ}等の

広報をしましたが、チラシを奈渡しで配布する等の努力不足③何人伎の集客があるのかという

中照のチェック機能が不十分であった事などの問題点があり、今後に生かしていきたいと患い

ます。

o合間音楽発表会

【期日】平成25年2Jl 10臼(日) 13:00~16:30 

I出演団体I七つ子合鳴悶・友泉中学校吹奏楽部・城南高等学校吹奏楽部・福悶大学マンド

リンクラブ・福岡大学スベインギターアンサンプル愛好会・城南午後のコーラス・仲間で

ハーモニー

<司会進行>中村学箇女子高等学校放送部，福岡大学放送研究部
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{鑑賞者数】延 700人(休憩を挟み入退場あり)

I成果と諜簸}

約3ヶ月の準備期間の中で、参加問体の選定から出演交渉、プログラム内容・広報まで多

岐に渡り、白紙の状態からの立ち上げでした。多くの方々の協力と支援があり大成功に終わ

ることができました。当日も綿筏な進行表を元にスケジューノレをこなし、多くのお客様から

f次回も楽しみにしていますJとの感想をいただきました。

次年度もこの経験を活かし合同音楽祭を実施できればと考えています。当初，出演匝体へ

狭像記録のプレゼントを考えましたが，センターに記録用のDVDカメラが無いため残念に

患っていたところ，急きょ、福岡大学放送研究部の協力を得られ，録闘したものをダビング

してお渡しすることができ喜ばれました。

【大事業:コミュニティの支援1
I岨コミュニティ支援(自治協議会等の支援を除()

1毎日本語教室
回 期日 回数 登録学習者数

沼本語ボランティア教室 4 ・ 4~3/27(水)

「ななくさ」 13:30~15 目 30 44図 18人

にほんごきょうしつ 4 ・ 4~3/27(l1<)

城南(じようなん) 1 9 :00~20 :30 40箇 17入

【参加対象1福岡市及び近郊に在住の外鴎人(随時受付中)

※受講者の主な国籍

延受講者数

252人

402人

中国，韓00，台湾，フィリピン，ネパーノレ，タイ，メキシコ，

アメリカ，チェコ，オーストラリア，パング、ラデシュ，カナダ

百'tT-If数 延ポうンティ7数

9人 273人

7人 245人

…2月末日現在

[1eI約・内容1日常生活lこ必要な日本語に図っている外国人を対象に、日本語学資ボランティア

よる日本諮教室震を開催するもの。

I成果と課題1
a本語ボランティアによる，個々の学習者の能力に合わせた資料が作られ，和やかな雰囲気の

中で，学習が進められている。

日本の四季折々の文化(花見・紙園山笠見学・紅葉等)体重量が取り入れられ，学習者にとても

喜ばれている。

また，自国に帰った学習者とも交流が続けられ，小さな鴎際交流の場にもなっている。

JI.人材発掘・養成

宮崎広報紙づくり講座

。PTA広報紙づくり講座

[1eI約}

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。本年度のテーマは、 『広

報紙 de みんなニツコリ!!~基礎から学び、魅力ある PTA新荷を発行しよう~J1
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閏 撤回 T マ 講師

1 
5/29 広報活動とは何か?

(火) ~広報紙づくりの基礎~
j遺砂 2長子

6/5 PTA新聞のよかとこに学ぶ
..側フラウ社長‘福岡市男女共同参画審議

2 
(火) ~プロが実践的アドI~イス~

会会長北九州市広報懇話会委員

I参加対象1小学校PTA及び中学校PTAの広報担当者

【参加延人数] 105人(申込人数80人)

[成果と課題I

受講者

50人

55人

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

ど)を兵体的事例をもとに議義され、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関連続の受講者は 35人にとどまったこと、受講者ゼ口の 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、内容で講座を金額する

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。

。地域広報紙実践講座

I目的1
校区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国体の活動において、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}マは、『広報紙 deみんなニァコリ!!~読んでもらえる、

読みたくなる広報紙づくり ~JJ

閲 期日 ア』ーマ 講師

1 
10/18 広報紙のいいとこ紹介 佐々木喜美代

(木) ~広報紙づくり中級車麗~ 元福岡市広報課長、アジアン・エイジ

10/25 広報紙のよかとこに学ぶ~ ング・ビジネスセンター上席研究員、
2 {木) 博士(比較社会文化)

プロが実践的アドバイス~

{参加対象}①城南区内の校区自治協議会及び構成罰体の広報担当者

②城南区内の校区人権尊重推進協議会の広報担当者

③校区の人権草子発・教育、自治活動などを支援する公民館織員等

I申込人数J35人

I参加延人数J63人

I成条と課題1

受講者

35人

28人

講習内容は、人尊協、男女協等各紙の講評、人権尊重を中心にすえた広報紙づくりの理念

と、広報紙作成の基礎的技術からさらにより良いものにするための講義であった。 rお話の

内容が的確で分かりやすかったJ r広報紙を作る上で大変参考になりましたJ r広報紙は苦

手意識が強かったのですが、何にでも興味を持ちメモを取る…など、楽しみながら今後でき

そうな気がしますJと、非常に好評であった。しかし、 6時間近い講義で各新関の講評が後

半の日にちのみとなったので、興味を後半に繋ぐためにも前半に講評を入れる工夫が欲しか

った。
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{大事業:地域課題の解決]

I.子育て支援匪膏少年の健全育成

女子育てふれあい広場のびのび夢ひろばじようなん

【尽的1

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

この広場では、保護者が日頃思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ととも

できる。本事業l土、子育てに隠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

る生活協関組合，中村学慶大学と福河大学の学生，城南区役所子育て支援担当各課が共働で企阪・

運営を行う。

【テーマH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~J1

【日時・会場19月9日(日)・城南市民センター隣接の西の堤池

【参加対象】乳幼児とその保護者及び小学生

{参加者数】参加者 :342人，ボランティア 48人

【実行委員会構成団体}ふくおかに冒険遊び場をつくろう会，中村学関大学短期大学部幼児保育

科那須ゼミ，同大学児童文化部 PEC'ペく，中村学関大学付属あさひ幼稚

麗，福岡大学児震文化研究会，ヱブコープ城南支所，城南区役所(子育

て支援諜・地域支援課・市民tン~-)

【助言者1那須信樹氏(中村学島大学短期大学部幼児保育科教授)

E古賀彩子氏 (PLAY FUKUOKA代表)および伺スタップ

I成果と課題1
天候が不安定(雨予報)な中，多数の参加があった。今回新たなスタッフとして「あさひ幼稚

歯jからの参加があった。運営は各回体問の連携が良く，円滑に行うことができた。各遊びのコ

ーナーでは間体の特色を活かしたものができ，参加者も満足して帰っていた。次年度は早めに実

行委員会を開催し，団体による新コーナを検討していいきたい。

決市民参幽講座子育て講座…再掲

II.社会教育関係団体連携事業

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】

【自約・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溌解するとともに、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巨約に研修会を開催するもの。

【繍B15月 11 r:l (金)19:00~20 ・ 50 、 5 月 1 9 日(土)13:30~15:30

5月 19日(土)は、子どもリーダー研修と合同開催

【会場11回自・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1区内各校区単位子ども会育成会新任指導者等
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{募集人員】各国 100人

【参加人数]5月 11日 .75入、 5Jl191=1骨・ 76人

I成果と課題1
昨年度は、初めて土濯自の午後に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

理論線は夜間照催し、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

の夜は家事もあり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。

女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1
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、新任の子ども会ジーダーに対して、

子ども会活動の実際において役立つレクリヱ}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。

I期日1① 5Jll 9 臼(土)13:30~15:30

②3月 161=1 (土)13:30~15 ・ 30

1参加対象・人員1 新子どもリーダ~100人

【参加人数】①5月 19日…124人

②3月 16日・ 87人 (6年生 l人 5年生 69人， 4年金 17人) 引率者等:31人

I成課と課題1
① 5 Jl :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祁手の事を考える、

チームワークの必要性などをt学んだ。楽しかったグ}ムは子ども会でもやってみたいと

いう感想が多く、また大人の参加者も一緒にゲームを楽しみ、子どもとの一体感が生ま

れていた。今回もジュニアリーダーが講師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。

さまざまな研修・体験を還して主体的に子ども会活動を進めるやで、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。

② 3月:r子ども会の新リーダーさんの大切な役割についてj話を穂、いた後，危険予知

トレーニングのための資料(子ども逮が室内で刃物等を持って竹とんぼ作りをして

いる様子)をみながら危険なf随所とその対策を話し合い，その結果を模造紙に書いて

班ごと (14攻)に発表した。各涯ともそれぞれが意見を出し合い，発表にむけての

役割分担(各場面でリーダーが交代)がされ生き生きとした表情をしていた。

特に発表の場を設けたことは子ども遼の積梅性を引き出すことになった。講師による

とこの研修後の子ども逮が活動するときには緩我が減ってし、るとのこと。

今回，会場づくり (14攻)を縦方向に設鐙したため講師から遠い位鐙になる草圧があ

り，見にくいところがあり効果的な会場作りを考えなければならない。
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宮崎PTA研修講鹿【城南区小・中PTA連携事業】

I目的・内容I
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。

。小学校PTA

I期日・対象・参加人数] 5月28日(月) PTA役員・委員研修 (549人)

6月18 S (月) PTA新任役員研修 (58人)

4争中学校PTA

【期日・対象・参加人数] 6月 11日(月) PTA役員・委員研修 (131人)

5月25日(金) PTA新任役員研修 (32人)

I成果と課題I

単位PTA毎の活動のあ切方について、参考となる具体的な内容が環解できる場として

定着している。

新役員研修i士、 PTAの基礎と共に研修、広報、教育問題(啓発・運営)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り、 PTCA特に各校区の人権尊

王室推進協議会活動との関係で研修、広報、啓発運営について、五いに協力や支援ができる

体制を考えていくことが必要。

*PTA研究集会【城南区IJ、.中PTA連携事業】

[1'1約・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、今後の単位PTA活動の

効果的な推進を図る。

。小学校PTA

【撤回・対象・参加人数]8月20日(月) PTA役員・会員 (240人)

4争中学校PTA

【綴限・対象・参加人数]1 2月 10日(月) PTA役員・会員(120人)

【成果と課題】

実践事伊iをもとに各学校の活動状況等の意見交換・情報交換を行った。分科会ご、との課題や、

その解決に向けた内容について、参考になる意見をそれぞれ求める機会となった。研修会企爾

持の話し合い、前年度からの担当者引継ぎ、研修内容の充実に向けた各校関の交流の大切さな

ど、再認識され、今後の参考となった。
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苦々膏少年健全育成研修会

(小学校PTA闘中学校PTA合同で開催)【城南区小"中PTA連携事業1
{自的・内容1

地域ぐるみで青少年の健全育成を推進するため、家庭教育や青少年に関する潤題について学

習を深める。

I講演1
演題 「子どもには3つの産買がある」

講自市:福間大学人文学部教育・臨床心理学者数授野口徹氏

【期日・対象・参加人数] 1 1月 12 S (月) PTA役員・会員 (500人)

I成果と課題}

講師の経験と実践に基づく講話から、問題にぶつかったときのそ子どもの様々な対処の仕方や表

現のあり方を学び、殺の子どもに対する理解を深め、家庭教育の大切さがより理解できる内容と

なった。子どもを理解することがいかに大事であるかを実感できたという意見が多くあった。

{大事業:人権啓発陸教青の推進1
I.区レベル推進事業

ーた城南区人権啓発連絡会議

[1"1的・内容1
同和問題など様々な人権問題の解決を目指す学習・啓発活動を地域ぐるみで行う自主的な推進

組織(校区人権尊重推進協議会)づくりを促進するとともに区民の人権意識の向上を目指す。

【参加対象I城南区各穏団体代表

I年間事業日程1
0総会及び委員研修 ……・ 6 Jl 2 5日(月) 3 7人

。人権を考えるつどい …ー 7月7日(土) 355人

。啓発キャンベーンの実施…… 11月21日(水) 47人

。広報紙「こころjの発行 ... 3月 15日号 69，000部

※人権を尊重する市民の集い… 12月6日(木) 450人

…実践事例発表:堤丘校区人権尊重推進協議会の取組み

日講演:大野 勝彦(両腕章義手の画家:風の丘向蘇大野勝彦美術館館長)

I成果と課題1
委員研修会の実施や活動を過して、委員の人権問題に対する認識を深めるとともに、 7月・

1 2月の市民の集いに多くの参加を得て区民の人権意識の向上を図ったo 市民の集いでは、働

き盛りの 45歳で河司王を失くした人生がはじまった大野勝彦さんの講演で「あ哲がとうJと感

謝する心。 r今の生活への、日常の生活、あたりまえ」の事への感謝。それに気付くことの大

切さを誇られました。逆境を乗り越えた方の話は心が洗われます。面白く、明るく話されるので、

自殺願望の人に聞かせたいとの意見がみられた。
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*人権を考えるつどい(※城南区人権啓発逮絡会議の事業の蒋掲)

I目的・内容I

人権を尊霊し、人の多様性を認め合うまちづくりをめざし、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Jトーク&コンサート

~いのちをつなぐ「生まれてきてくれてありがとう!J ~ 

{期日] 7 月 7 日(土)14:00~16:00

I参加対象}市民一般、城南区各積機関・団体

[参加人数] 355人

【主催】城南区人権務発連絡会議、城南IK役所、教育委員会

I成果と課題I
優しい言葉と美しい声で心に響く話しと歌を開くことができ、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

していく必要がある。

宮崎人権講座{指導者義成)

I目的・内容1
はじめて人権教育に取り総むPTA成人教育委員や人尊協の役員などを対象に、人権問題に

ついて学習を進め、人権意識の高揚と各団体における人権学習推進の充実を図る。

本年度のテー71土、『問和衡感、子どもの照題、障がい者問題J
I参加対象}市民一般、 PTA成人教育委員、校区人尊協役員

回 期日 テーマ

6/8 絵本『いのちの花』からのメッセージ
1 

(金) ~私のチャレンジ~

6/13 「心がかぜをひくときJ
2 

(火) ~“安心感"と 自 立 ~

6/22 「これまでのあゆみから」

3 (金) ~と も に 生 き る ~

{参加者延人数] 285人

【成果と課題1

講師

九州産業大学講師

5富田久子

西九州大学非常勤講師

吉村春生

き話事者(脳性まひ)

田中真佐美

母 毘中美由紀

受講者

85人

95人|

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、障がい者問題をテーマにして

実摘した。

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

思考の有り様や白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で気づくことができた、との感想がみられた。

今後も日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。
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宮崎域南区人権尊重推進協議会交流会

I易的・内容1
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相互に情報交換と

交流を深め、今後の活動に役立てるために実施する。

【際催時期] 2月25 13 (月)

[参加対象】校区人尊協役員・委員、公民館職員

【参加人数] 63人

I成果と課題1
片iI校長E人権尊重推進協議会の実践事例の報告を受けたが発表者の意欲的な姿勢に多くの方が

刺激を受けていた。「研修Jr広報Jr啓発jの各分科会に分かれ、各校区の事業等の成巣や課題を

出し合った。各校区の実践事例報告及び交流は各組織での次年度の事業推進の参考となる内容が

得られるものとなっている。

安城南区ヒューマンライツシアター

【目的・内容1

同和問題に関する映像を視聴する映画フォーラムを笑施し、今なお存在する向和問題の解決を

目指し、未来に向かつての展望を考える。

【期日] 1 0月2日(火) 昼の部，夜の官官計21m上映

{参加対象1城南区内校区人権尊重推進協議会役員・委員、公民館磯員、公民館運営懇話会委員、

各小・中学校教師、部落解放同盟議!南市協議会支部役員・委員

{内容}狭爾 fコスモスの道しるべ」

講話①福隠市の同和情題へのこれまでの取組から思うことと期待すること

部落解放同窓福岡市協議会書記長池勝

②福岡市における悶和問題への取組から

{参加人数] 1 3 5人

I成巣と課題I

市民局人権推進課企画管理係長大庭浩之

本市の人権問題の基礎となる同和問題をとりあげたもので、多くの参加者からあらためて向和

問題の歴史的な背景を再認識したという意見が多かった。運動体と行政側とのそれそぞれからの

講話は、より現実的な内祭を直接額くことにより学習効果がーとがったと考えられる。特に，福間

市でおきた差別落書きの説明l士、あらためて差別の根絶の難しさを感じさせるものとなり、多く

の市民への継続した研修の大切さを認識させられた。

ー12・



H.地域レベル推進事業

会校庭人権尊重推進協議会育成町支援※【地域支援諜連携事業】

{目的・内容1

同和問題など様々な人権問題の解決をめざす学習・啓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・支援念行う。

I期日}通年・随時

I対象】校区人尊協役員・委員

{成果と課題1
各校区の人権尊重推進協議会を担う役員・委員の発掘・育成にどの校区も苦心している。啓発

に関する様々な手法など、活動に役立つ支援を継続して行う必要がある。

別府校区に人尊協設立準備委員会が 3jJ 1 8詞結成された。来年度の設立に向けて、地域支援

諜と協力して取り組む。

女公民館人権教育研修指導・助言※[地域支援課連携事業1

1綴日1通年・随時

【対象】公民館職員

{参加人数】延べ回数 ;38回、延べ人数;171 9人

【成果と課題}

従来参加者が淘主主化している課題があったが、各穏団体との連携協力と呼びかけの工夫(電子

メールでの 斉送信)で子どもたらやその保護者が多数参加した研修会もあった。今後とも地域

支援課との連携を図りながら随時指導・助言を行っていく。

目社会教育関係団体誰進事業

宮崎IJい中学校PTA人権教育研修担当者連絡会

I閥的・内容1
単位PTA人権教育研修担当者及ひ。担当教諭を対象lこ、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。

I期限] 5 月 14 日(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

I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級むのかなど、耳童青草や認識を深める

最初のよい機会となっている。

それぞれの校区で今後、 PTA会員向け研修の企菌、実施のための参考となる。
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単位PTAが効果的に研修企画ができるように、内容の工夫、充実が必要。特に学校での企画の段

階で教員の参加が必要である。

*小町中学校pγA人権教育研修指導・助言

【目的・内容I
PTA会員の人権問題に対する正しい認識を図るとともに、学校における人権教育の取り組み

の理解と人権問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。

【期日}通年・随時

【対象]PTA委員及び会員

{参加人数I延べ回数 :34回，延べ人数:1， 685人

【成果と課題】

会員研修を行うにあたり、役員への研修の意義や隠的の浸透を図るための事前研修は全学校で

実施できた。人権研修をPTAとして取り級む必要性とともに、人権問題に対する基本約認識の

理解を図り、人権尊重の意義を地域とともに広めて機会にしていきたい。

安城南話人権教育推進交流会

[目的・内容1

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、問和問題に対する

認識を深めるとともに、これからの人権教育の充実をめぎす交流会。

I期日] 2月19日(火)

{対象l支部役員、公民館職員、小・中学校担当数百合、地域支援課職員、生涯学習推進課職員

【参加人数] 25人

{成果と課題}

減宿区内の人権教育・君事発の実施状況や同和問題に隣する研修の在り方について、現状及び、

今後の課題について情報交換を行った。小・中学校担当教諭の参加を得て、学校の取り組みにつ

いての情報提供を受けることにより、地域やPTAとの協力調係の在り方や学校との連携につい

ての意見交換ができ、今後の同和問題に対する啓発事業へ取り組みの参考になった。
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議事 (2)

平成25年度城南市民センター(生涯学習推進課)運営方針(案)

少子・高齢fι 菌際化情報化等の著しし、佐会変化に伴い，人間の生き方ヰ家庭のあり方がこれまでの

価健観や相会の常識ではとらえきれないほど多様化するなど，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，市民一人ひとりが糾すがえのなしポ確として，人間らしく Jじ畳糾こ生きていくことので

きる地樹主会づくりが強く求められております二本市は，ぎをての人々があらゆる機会を通じて学ひ続ける

ことの犬切さを考える生液学習施策を進めるとともに，その成果を地域課題岬榔こ蹴寸仕組みづくり

や市民と掛或行政がカを合わせ，地域の諜翻軟にあたる“剰動"に取り組んでおりま七

これらのことを踏まえ，当市民センター(事業実施:生源学習推進額貯は，共に支えあい，共感しなが

ら暮らせる住みよい地減組会を創り出す?慌の育成を目指し，区役所・公渓館及ひち臨機関・団体との連

携を密にして，市民センタ}の運営及ひ事業の充実に努めて参りますユ

施設建営(指定管務者)にあたっては，関潤団体の経験やノワハウを活用し，市民がいつでも気軽に安

心して手l閣できる，親しまれる市民センターを目指しま7九

事業実施(生涯学習推進課J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課が行

う生涯学習関連事業の体系化・議整を行いつつ，市民の学習欲求及ひ課題に適切に対応した学習機会の提

供という市民センター封護憲事業の実縮図的に沿った事業展潔に努めます。

人権教育・啓発の宇街隼にあたっては，同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決を図るため，区役所・

公開官・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七

1封静観湛として楊織強化

区における生渡学習の拠泉施設として，施設をより多くの市民の方にこ深日用頂けるよう，指定管理

者が持つ民間団体の経験やノウハヴ安活かした施設貸出・施設管理を実現しまマ九

また，細畿は、区役所に移設された生涯学習機進課附いて，地域や限舗の多様なニ}ズに応

えて関係各課が行う多様な生涯学習関連事業の取りまとめ・調整業務を行う外，引き続き市民センタ

ーを活用し地域・広民が必要とする生涯学習関連，人権教育・啓発関連の主催事業を行います。

2主修事業の充実闘推進

現代的課鐙析医擬緩重に応えた主催事業の充実を図り，生渡を通しての学習推進と住みよい雄蛾コ

ミュニティづくりに努める人材とグ〉トプの育成並びに活用を目指しませ九

(1)市民の生涯学習の振興のため，現代i的課題の角献をめざす察署長を実施しま七

(2)地域コミュニティづくり支援のため，地域課題解決の担い手となる人材育成に演する事業を実

施します。

(3)子育て支援や青少洋健全育成のため，又，生涯学留を通じてのボランティア養成のための大学，民

間自体と逮損害した事業を実施します。
(4)社会教育関係団体等との連携による事業を実織します。

3人権教育雇省発の推進

「福岡市人権・関車府政基本方針J及び「福間市人権教育・啓発基材嫡j等lこ基づき，公民館 .p

TA毒事誌の出演で行われる人権教育明修の助言・指導に努めるとともに，区における人権教育・啓発の

推進を図りま吹占

また，校区人権尊重推進協議会活動の充実と鵡臓校区への紘成に向けての支援を行います。

-15-



日 ιu-r 明 回日 L.;.._， 
同 ι ヨ匹 ， 0= ， 

(大事業) (中事業) (小事業)
11 

生涯学習推進会議

按南市民カレッジ 9月-llJl(全3国)

市民参海軍摩獲{子育て講座) 6Jl-ll月(全5@])

子ども芸術劇場等(指定管理者実施含む} 5月-3月

iコミュニティの支援hl_o説話長援を除く } 日本語教室(2講座} 4月-3月

広報紙づく P講康(門A等} 5月(全4殴)

トけ謀長五援青叩
{子育てふれあい広場)

9Jl (1回)
申びのび夢ひろばじようなん

子育て講座(来再提 f市民参画講痩J) 6月-11月(全5回)

司社会教育鵬団体連携事業ト 子ども会育成連合会Hーダ研修会 8月・2月(全2殴)

子Eも会育成連合会指導者研修会 5月(全2回)

小・中学校PTA研修講座 56月月{(小中学学校校)) 

小・中学校PTA研究集会 81月2月(小(中学学校校)〉

小・中学校PTA背少年健全育成研修会 11月(1@])

i人権啓発輔の蝉什区内レ 城南区人権啓箔連絡会議 4月-3月

城南区人権を考えるつどい 7 Jl (!回)

人権講座{指導者養成) 6月(金B密)

人権尊重監推進協議会交流会 2月(1回)

城南区人権ヒュ-."，.ンライツシアタ} 10月(1思)

校区人権尊重推進協議会育成・支援 4月-3月

公民館人権教育研修指導・助言 4Jl-3月

司社会教育団体関係推進事業 卜'J、.中学校PTA人権教育研修担当者連絡会 5月(1函)

小・中学校PTA人権教育指導・助言 4月-3月

人権教育推進交法会 2月(1回)
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議事 (4)その他

平成25年度城南市民センター予算内訳〈案〉

(単俄;千円〉

予 算 額

区 分
24年度 25年度 比較

歳
ホール・会議室等使用料 6.4 75 6.309 ム166

入 自動販売機等設置料 1.232 1.232 。
dcb コ 言十 7.70ア 7.541 ム166

一

〈単位;千円〉

予 算 雪量

区 分

24年度 25年度 比較

管理
管理委託費 ア5.903 ア6.148 245 

運営費
図書館費 6.662 6.662 。

議
言十 82.565 82.810 245 

主催
市民講座等 3.510 3.370 ム140

事業費
人権雷発連絡会議 783 γ83 。

出
PTA  研修費 427 424 ム3

言十 4.ア20 4.577 ム143

施設整備費 2.582 。ム2.582

4E全コ~ 言十 89.869 87.38ア ム2.480
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平成24年度城南市民センター利用状況 (平臨時4fj-平成25年1月)

各年度防期間比較

1部屋別利用状況
(単位ロ件数件・人数人，利用医数回)

区分 ホール 視聴覚室 音楽蒙 実習室 第1会議室 第E会議室 第3会議室 第1和室 第2和室
計

(定員) (500) (90) (40) (36) (90) (42) (16) (1日) (12) 

件数 304 244 488 310 206 262 406 300 347 2，867 
22 

---圃桐閉園冊』嗣園田 “国】圃』曹司帽骨帽時開 桐明回開幽出世世幽幽国幽 曲目岨---田岡田帽回目 開ーー・・・幽闘圃圃・M 幽圃 白曲目且叫楠町田明'圃 明帽岡町町田園圃圃幽出回 司】品目白色同---早F 田ー回目幽』・--回四回『司 間四四帽幽幽幽幽幽幽勘助幽
人数 25，085 8，443 6，453 6，151 9，579 5，848 4，044 2，223 2，040 69，866 

年 -幽柚世圃園田幽幽M ・・・e --幽園開戸町四再開四回開 幽幽幽出直幽畠.-馳M色』崎M色'他国再開時圃帽時骨骨圃同時'ー・皿・・・・・・ーー幽世世幽 出向開』同胃開胃----・ ー聞圃ーーー幽幽幽幽圃M ー--悼開押再--聞--.圃岨幽輔ーーー・噂『司再開 開田昌-幽幽幽幽幽困幽M 幽

度 利舟回数 479 342 554 428 334 398 486 406 483 3，910 ーι幽祖国圃園出回国国同国 ー』胸間帯冊冊目----国幽幽圃M・M・M・M・M岨---『再開帽帽開帽回目--圃 園田・・圃圃幽樹園困胃 M・・圃幽幽昏幽S圃幽岬--開帽団関._--押胃--・ ー同幽幽司同再開再開胃開 回幽岨由也白幽色白血与』坤且旬
利用率 55.1目 39.3覧 63.7% 49.2出 38.4% 45.7也 55.9出 46.7出 55.5覧 49.9首

件数 270 225 488 281 154 272 405 294 332 2，721 
23 

--再ー且脚刷帽『再開戸 --帽田岡田町闘幽園信幽 岨且崎司司『椿司噌明『帯情 司圃『明帽伺帽---幽・岨 ー・・幽幽幽世圃憐胃帽開 --・---・--圃圃 圃圃幽出幽出白幽---嗣，昼間帽開園・・・・M晶圃 ー---同骨'帽同圃'冒 岨幽由色合島台色，再開『郁司鴨咽帽酬
人数 19，356 7，583 6，336 4，773 7，421 6，517 4，004 2，250 1，893 60，133 

年
和1I1再開車

-----恒--ー『田ー 曹曹聞 E ・e・-ー岨岨・'-喧世喧幽同『輔咽舟輔咽骨咽骨晴晴咽骨 --咽冊目ーーー.幽幽幽 園陸圃幽幽値崎酔栴-- 出世世幽場幽---明.-明帽伺伺伺帽・---岨幽 曲--岡田園田---園田 品岨幽幽崎司崎帽輔帽朝司鴫晴晴閉

度 454 315 523 417 238 371 488 383 460 3，649 
開F 同開官事----胃胃 -・----圃・・M 副・--圃由時晴『噌楠田明弔園田明 --田園田E ・・・・且幽 -幽古色合偽叫同園岬白・ー・.-ーーー・・・・ー.園田量 ーー』幽---幽明『伺.-再---・園ー圃圃齢世曲 司a畠骨困圃・・ー---ーーー 崎両胡蝿剛剛静岡._----

利用率 53.9覧 37.41国 62.0出 49.5% 28.2覧 44.0% 57匂9出 45.4% 54同日目 48.1百

件数 262 197 492 295 185 294 425 279 328 2，757 
24 

押--閉司喧旬喧句『明司同情同開 ------圃幽幽幽幽幽 同副崎司帽同静岡開問問開閉 問問問問園田園幽幽岨幽幽 ー・曲回同峰崎同四回国帽圃 ー-----圃圃圃坤ー a開局胸骨四回帽胃『明開閉 個師"・---嗣幽幽』抽出世 再陣町田町田園.圃ー圃圃 M崎両醐』鴨句W四四時四岡田時四
人数 19，847 7，119 6，921 5，089 8，533 6，667 4，082 2，069 1，922 62，249 

年
if'JI曹関軍

同開同開同用問--開.聞 園田胃.圃.幽圃幽脚幽幽 陣M 陣悼開匹伺亭帽伺亭伺亭骨骨骨 四四回目--幽幽幽圃幽勘 晶画.晶画ι--冊目岡田・・ ーーーーーーー量幽幽幽 嗣同向司『副朝田'胃晶胴F --園田園幽幽幽脚幽悼出 出骨肉岡田再開開問再ー骨四

度 441 290 531 430 325 445 515 375 460 3，812 開閉--桐.-四押田町冒.剛・四国ー・--田園田園 同陣帽骨相再開---胃-ー曹岨骨圃圃圃圃幽幽幽圃圃喧 -圃値且圃畠桐酬向田開帽--ー・園周・・ー・晶幽同同 世神田岡剛嗣圃餅蝉咽'開 『静田園田・---田昌且 嘩--岨骨骨骨圃圃岨骨伺同開
利用率 52.2覧 33.2首 61.1覧 49.6目 37.3冒 51.3目 59.2" 43.1唱 53.0覧 48.9目

※利用率 ・・舗22年度!ま利用回数 1290日(利用可能日)X3臨 (1臼の利用可能殴数)

23年度は利用回数 12818(利用可能臼)X3沼 (1日の利用可能関数)
※平成23年10月13日-18日・23-25日の9日間エレベ一空ー工事のため、 9日間利用休止

24年度は利用回数 1289日(利用可能日)X3図 (1尽の利用可能回数)
※平成25月1月21日-30日の10日間ホール座面結替のため、ホールのみ108間利用休止

。託児裳利用状況

区分 般 主催事業 言十

29 fキ 252 人 s ↑q 
λ 

35 押 300 人22年度 48 

23年度 27 227 10 49 37 276 

24年度 24 167 6 79 30 246 

2団体労IJ利用状況

箆 分 公共機関 図 体 グループ・サ-?Jレ 主催事業 計

23 件数 222 848 1，441 210 2，721 
年 一 一 帽-----圃・ー-幽ーー岨幽司色喧圃圃噌 ー--何園開--・・ー・・・・・園田園 ー岬岨鞠軸胸骨鞠榊静岡嶋--相周囲--聞 ー---・圃圃圃且悼・』同伺岡田園田陣

度 人数 9，168 28，284 16，071 6，610 60，133 

24 件数 211 978 1，397 171 2，757 
年 圃圃幽睡幽.園園園田園ー------・ 回四叫悼悼勾暢静--ー骨骨------園田・ー・・幽岨骨晶画ー帽--四--相 回帽圃・・・ーーーーーー--・世嗣柑 助静悼'鴨署帽'帽'園田国陸回世出品世田世

度 人数 11，286 29，262 15，762 5，939 62，249 

※団体.…
グル一ブ事サ一クル開.岡趣味的.向好会，愛好会，大学・高校関係ヴラブ・サークル

。平成24年度図体別利用割合

{件数)

主催事業内 公共機関

(人数)
主僕事業

グループ・

サークル

50.7出

団体

35.5目

e
'
E
ν
 

=
l
'
m
 

一
ウ
刷
出

s
ν
-
吹
川

め
サ

2

公共機関

包体

47.0百
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3各市民センター利用状況

区 分 東 樽;jI. 中 央 F韓 城南 早良 酒

22 件数 2，270 3，508 5，096 3，921 2，867 3，978 3，545 
年 再開向--胃帽司M岨世田園幽岨幽園出回ー ---静静帯情帽曹四四回幽値--ーー 事圃噂句司晴晴帯同--欄骨院骨畳岨幽ーーーー a恒岨.-掴._-幽』白ー『相』ーー--開冒 曙園田恒ーーーー・・“同陣嗣冒帽師四四 ー・・幽昌也.晶・・M 幽国ー同---間関噂 回岨岨園田副幽幽H ・-島向胃帽胃・・--

度 人数 57，167 99.581 159，812 122，302 69，866 110，654 114，577 

23 件数 2，271 3，459 4，885 3，456 え721 3，784 3.696 
年 幽副圃圃圃 M 回崎岬，ー-由#司園開聞開圃 幽圃喧圃M司値幽幽幽幽--ー句司司剛司噌明帯同 『何個個E ・量圃・岨幽困』陣--帯- 開聞鴨骨鴨_.・--幽副島陸骨量』白血. --坤『同情---暢---圃ーーーー ---帯情園町明-_---回幽幽幽幽司・ー ー『情帽暗唱--明開閉用聞園田園幽』ー『

度 人数 58，491 94，497 151，271 111，505 60，133 104，200 115，320 

24 件数 2，289 3，481 5，111 3，301 2，757 3，669 3，416 
年 --------_.ーーーーー岨幽ー『 『百軒帽ーー『四時岨齢世幽勘曲幽幽M ー』白戸附--帽骨骨帽W 冒'同副首回睡 圃圃幽幽開曲相同帽帽圃噌---ー---- ー・田陣幽園田幽崎崎明暗鴨鴨---田岡 "副.圃岨且園陸幽喧喧戸圃司帽帽晴欄帽副 岨M 幽骨副島凶世回戸園田戸再明F帯情曙圃闘a

度 人数 59，722 98，601 158，092 117，449 62，249 104，523 106，835 
※雨嘉一一三事のため H23.12.語二12.27履丙休館
※中央 舞台装置改修工事のため H24.1.4~1.31 ホール利用を休止
※南 舞台装讃改修工事のため H23.12.1~H24.1.31 ホール利用を休止
※城南 工事のため H23.10.13~10.18 ・ 23~25 臨時休館。 H25.1.21~30ホール利用休止
※西 舞台装置改修工事のため H24.1.16~3.22 ホール利用を休止
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