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平成25年度域南市民セン歩一主催事業計画及び実践報告

{大事業:コミュニチィの活性化1
1.生涯学習の振興

女城南市民カレッジ
{呂的】

様々な分野で活隠している議員市の言舌を軍事、くことによ号、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

こと含目指す。

@講演会首・・全31m(地域づくり、歴史など)

回 撤回 テーマ 講師

1 
9/12 「認知症になっても自分らしく暮らせる衝に~ 宅老所「よりあいJ

(木) なじみの人に霞まれて~J 代表村瀬孝生さん

福隠大学

2 
10 FI 「城南区の歴史散歩(仮)J 教援挑i鳩祐輔さん

未定 九州大学大学院博士後期課程

亀i鳩敦司さん

11月 「宇富岡市の燈史(仮)J 福隠市博物宣言

3 未定 1 案・ R 岡山~のちから (t専物館特別企額獲) 1案・・・学芸課長

2案・・・黒田宮兵衛 2案・・・顧問か学芸員

[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

[募集定員] 500人

【参加延人数】

[共催】第 1回:城南区地域保健福祉課

【協力】第2図:福岡大学，第3間:福岡市博物館

4砂市民参闇講座(子育て講鹿)

{趣旨】

受講者

社会教育関係団体、 NPO・市民活動毘体や子育てに関心のある人と協力体制をとり、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。

。f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。

「告然は子どもの教科著書j という方針の保育園・幼稚題では、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。
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プレーパ}クの発祥の菌、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力が豊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をはじめ大人たちが、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。

回 湖沼 学習テーマ 講師

1 
6/6 親にとって、子どもにとって遊びとは

(木) ~遊び仲間づくりのためのグループワーク PLAY FUKUOKA 

2 
7/4 代表 古賀彩子

(木)

3 
9/8 お!湯さまのもと、みんなで楽しく遊ぼう 福岡に

(目) (外遊び実習) 管険遊び場をつくろう会

4 
10/17 ※9/8(臼)は「のびのび夢ひろばじようなんJに 代表 白 水 一 代

(木) 参加する。

5 11/7 

(木)

【参加対象】 乳幼児を子育て中の保護者・ご家族の方と伺伴の乳幼児。

【受講者} 毅子50組

[参加延組数】

【成果と課題]

E 文化振興

女子ども芸術劇場等

受講者

46紹

27組

組

組 l

組

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図るために、文

化的な事業を企画・実施する。

《区役所主催》

φ(仮称)九州交響楽団~城南区にっこりコンサート~

【内容}

小学生から高齢者を対象に，自ごろ，演奏を聴く機会が少ないオーケストラによる生の

クラシック音楽を，気軽な雰密気で楽しめるコンサートを開催する。

【日時】平成25年 12月8日(日) 14:00~15:30 (13:30潔湯)

[会場】城南市民センターホーノレ

{対象]小学l年生以上で，音楽が好きな方(未就学児は入場不可。小学生は保護者または大

人の引率が必婆)

【募集定員]500名

【成巣と課題]
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《指定管理者主催》

@城南市民センターロビ…(2階)展示

.写真コンテスト

【内容}

「春Jをテーマにした写真コンテストで市内に在住の方であれば設でも応募でき，

審査は来館者の投票によ切入賞者を決め表彰式を実施した。

[作品締切】平成25年4月 20日(土)

{展示期間]平成 25年 5月 1日(水) ~5 月 15 日(水)

【展示場所】城南市民センターロピー

[応募作品数] 41名 65作品

{入賞作品]資料を参照

【投票総数] 166粟 (1人最大5票の投票をしていただきました)

{成果と課題]

初めての写真コンテストであったためノウハウが全く無い中、年度初めの主催事業となり

ました。当初、作品が集められるだろうか、という不安がある中、試行錯誤を繰り返しなが

ら多くの作品を集めるために「市政だより Jr西日本新聞J等の媒体を使い、また昨年ロピ}

での作品展示をお煙車いした「城南フォト同好会」のご協力もあって、 65点の作品のご応募を

いただき第 1回目としては上々の滑り出しでした。課題は「コンテスわであるため著名な

写真家に各賞を選んでいただくことを検討したい。また、「撮影場所」を応募用紙に未記入で

あったため来館者から撮影場所の質問があったので、次回の課題にしたい。

-児童趨展

{目的“内容]

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

センター近燐の幼稚顕にご協力をいただきながら、父の日に向けて幼稚麹児に大好きな「お

とうさん」の絵を募集し作品を展示。作品を見に来ていただくことにより、利用者が気軽に

立ち寄れ、皆dまから愛されるセンターづくりを目的に企留した。

{作品依頼】平成 25年 5月初日(月)

【渓示期間}平成 25年 6月7日(金) ~6 月 12 日(水)

【応募作品数](年長組)かなやま幼稚園 48名 ダPヤ幼稚園 30名

{成果と諜題】

日頃、近隣の幼稚閣にイベントの案内等で訪問することにより、城南市民センターを身近

に感じていただいていたため、作品依頼をスム}ズに行う事ができた。また、テ~"を父の

日にしぼりこんだことにより、幼稚園でも作成時間を新たに設けることもなく対応をいただ

くことができた。次回は、同一の幼稚歯に限らずその他の幼稚閣にも依頼することを考えて

いる。

@パックステージ探検隊〈子ども向け体験型企医講座〉

。区民参加裂の発表会の繍催

【目的・肉容】

区民参加裂の発表会の開催とパックステージ探検隊の同時間僚を許蘭。
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一般利用の少ない平沼のスケジューノレを調整し、福間大学和太鼓サークノレ「費支舞猿j fとホ

ール舞台を練習の場として提供し、その成果をパックステージ探検隊の参加者の前で披露し

ていただく。

パックステージ探検隊の参加者は日頃見ることのできない、華やかなステージを盛り上げ

る舞台装置や照明など実際に操作を行ない、また、和太鼓も実際に触れ叩き綾子で楽しく体

験をしてもらう。

さらに、城南市民センタ}のや央制御家(機電塗)の見学も行い、センターの設備がどの

ようにして動いているのか興味を持ってもらうことを医的に企画した。

【日持]平成25年8月4臼(お) 10:00~12:00 

{会場]城潟市民センターホール

【参加対象】小学 3 年生~6 年生と保護者

{募集定員J30級(応募多数の場合抽選)

。(仮称)減夜寄席~落語研究会の合局発表会~

【目的・内容}

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り気軽に

立ち寄れるセンターづくりのため企顕した。

【日待]平成 25年 9月 23S (祝・月) 13:00~16:00 

{会場】城南市民センターホ~!レ

【参加団体]福岡大学・福岡女学院大学・九州大学・福岡教育大学の4大学が出演決定。

。サークル作品の展示

{自的・内容]

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、区内

の地域コミュニティ各国体、センターを利用する文化・芸術団体等にも協カをいただきながら、

広く作品そ募集しコミュニケーションの場を提供すると共に、利用者が気軽に立ち寄れ、皆さま

から愛されるセンタ}づくりのために企画した。

a絵手紙の作品展示

【協力団体}絵手紙へたでいい会

{沼時】平成 25年 6月 20日(木) ~7 月 18 日(木)

[渓示場所]城南市民センターロピー

-写真展示

【協力団体】城南フォト同好会

[日待]平成 25年 8月 (1ヶ月間)

{展示場所】城南市民センターロビー

。博多人形制作体験

【目的・内容]

センター施設の魅力の向上を図るため、博多人形飾のご協力をいただきながら、矯問の郷土芸

術文化である博多人形の制作を返して、親子で体験する人形作りに挑戦していただき、

利用者が気軽に立ち寄れ、皆さまから愛されるセンターづくりのために企画した。

{日時】第 l羽目:平成 25年 10Jl 6日(日) 10:00~12:00 粘土による人形制作
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※制作後、乾燥と窯による焼成=今約 2還問

第 2回目:平成 25年 10月初日(日) 1O :00~12:00 彩色

[講師】博多人形師室弁堅太郎氏

{会場]城南市民センター実習室

【参加対象]小学 4 年生~6 年生と保護者

{募集定員]15組 (30名)※応募多数の場合抽選

⑧上映会

【目的・内容】

昨年は来場者が少なく多くの反省をしました。今回は、来場者が多く集まるよう子どもに

人気の「アニメ映蔚Jを考えている。また、広報にも力を入れ多くのお客様に喜んでいただ

けるような上狭会にしたいと考えている。

{日時}平成25年 11月 17日(日) ①10 ・ 00~12 ・ 00 ②14:00~16:00 

【会場】城南市民センターホーノレ

φふれあい教室

{怠約・内容】

室内で、すごろく・ダイヤモンドゲーム等昔ながらのゲームを殺と子(祖父母と孫)で一緒

に作って遊ぶ。親子ふれあい教室を企留した。

[Ba寺}平成25年 12月 15日(日) 10:00~12:00 

【講師】九州あそびの研究所中島宏先生

{会場]城南市民センター第い第2会議室

[参加対象]小学生と保護者

{募集定員]米定

@エ作教室

{呂的軍内容]

地元の f大工さんを活用した工作教室」を企画。福岡市経済観光文化局産業猿興部就労支

援諜の「簿多マイスターJに登録している物づくりに熟練した職人さんに講師となってもら

い「マイ箸」づくりを企留した。

【日時】平成 26年2月頃 10 ・ 00~12 ・ 00

{会場]城南市民センター実習室

【参加対象】未定

{募集定員]未定

。城南市民センターフヱスティパル(区民文化祭)の綴鑑

冒中村学盟大学との提携

・フリーマーケットの関催

舗授産施設の支援

聞区民参加型の発表会の隠催

【目的・内容】
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上言己 4 事業は平成 25 年度 12 月 ~2 月にかけ順次実施計簡を立てていたが、ホーノレの補修

工事が入ったため、「城南市民センターフェスティパノレ」と銘打ち間待際催を計画。

ホーノレではコ}ラスやフラダンス、ジャズダンス、ヒップホップダンスを催し、駐車場の

一部ではフリーマーケット及び障がい者授産施設による奴究会を実施する。

[臼時]平成 26年 3月 23日(日) 10 ・ 00~16:00

{会場】城南市民センターホーノレ、会議棟全館、一部駐車場

【参加回体] (平成 25年 7月 l日現在決定ffi体)

・コーラス・中村学芸菌大学 クリスタノレハーモニー

.フラダンス.ハワオリ城南

・ダンス:中村学濁大学NDA
・販売会:憶がい者授産施設「社会福祉法人さざなみ会 さざなみ第2作業所j

【参加候補翻体]

・コーラス・仲間でハーモニー・城南午後のコーラス

.フラダンス:城南フラダンスサークル

-ダンス:仁郊ダンス・ Rダンス・福岡大学XTRA'博多工業高校

{大事業:コミュニティの支援}
1.コミュニティ支援(自治協議会等の支援を除()
女日本語教室

国 期日 回数 登録学習者数 延受講者数

日本語ホ.ランティ7教室 4.3~3!26(水)

「ななくさj 13: 30~15 :30 45図 8人

にほんごきょうしつ ψ 3~3!26(7l<) 

城南(じようなん) 19: 00~20: 30 45鴎 17人

【参加対象】 福岡市及び近郊に在住の外国人(随時受付中)

※受講者の主な国籍

人

人

本.うンティ7数

B人

B人

延ポランティ7数 l 

人

人|

中国、韓陸、モンゴル、イギリス、フランス、台湾、フィリピン、ベトナム、日本国帰化

【目的・内容】 日常生活に必要な日本語に濁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するもの。

[成果と課題】

II.人材発掘E養成

*広報紙づくり講座

。PTA広報紙づくり講座

【図的}

城南区内小学校PTA及び中学校PTAの広報紙扱当者を対象に，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新聞を発行しよう~~
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沼 期臼 ア マ 講師

1 
5/22 広報活動とは何か?

(水) ~広報紙づくりの基礎~
漬砂圭子

5/29 PTA新聞のよかとこに学ぶ
-・・鮒フラウ社長・元福隠市男女共間参函審

2 
(水) ~プロが実践的アド1¥イス~

議会会長，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の広報担当者

【参加恋人数] 99人(申込人数 79人)

{成果と課題】

受講者

55人

44人

広報紙を作るうえで大切なポイント(記事の書き方・写真の擬り方・タイトル・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認が多数寄せ

られた。 2関連続の受講者は約半分の 21人にとどまってはいるが，受講者ゼロの PTAもなく全

校を対象に実施でき良かった。昨年度の課題であった日程については，運動会の開催前に 1回目

を終えることができ，アンケートからも日稜的には今回と同様でいいとの意見が大半であった。

@地域広報紙実践講座

{目的】

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 3 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

際f援するもの。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~~

回 期日 テーマ 講師

1 
10Fl 
( ) 広報紙づくり

10月
選定中

2 
( ) 広報紙づくり

[参加対象]①城南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葉推進協議会の広報担当者

@校区の人権啓発・教育，自治活動などを支援する公民館職員等

{大事業:地域課題の解決1

[子育て支援・青少年の健全育成

女子宵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}プ、子育てのひろばを開設してい

る生活協同組合、中村学関大学と福岡大学の学生と共働で企m.運営を行う。
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{テーマ]Wみんな一緒に出ておいで~赤ちゃんちびっ子楽しい外遊びがまってるよ~1I

{日時・会場]9月8S (日) 11 OO~15:00 ・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

【参加見込み]参加者 :300人 ボランティア 50人

{実行委員会構成間体】 ふくおかに冒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，同大学児童文化部PEC・ぺく，中村学E語大学付属あさひ幼稚

園，福岡大学児童文化研究会，エフコープ城南支所，城南区役所

{助言者】 那須信樹氏(中村学盟大学短期大学部幼児保育科教授)

古賀彩子氏 (pLA Y FUKUOKA代表)および同スタップ

[成果と諜題]

決市毘参画講座子資て講座…再掲

E‘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(校区子ども会育成会等)

【目的z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環解するとともに、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目的に研修会を開催するもの。

{日時] 5 月 9 日(木)19:00~20:45 、 5 月 25 日(土)13:30~15:30

※5月25日(土)は、子どもリーダー研修と合同開催

【会場] 1回目・福岡市城南市民センター会議室 2回図:福岡市立城南体育舘

{講師}音量孝志氏(ハートエデュケ}ション代表)

【参加対象] 区内各校区単佼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] 5J'l9S，，'84入、 5月25日… 79人

[成果と諜鐙}

参加者アンケートの結果を見ると，第 1回の基礎線では，非常に良かった 62%，良かった3

1%であった。第2回の参加体験編では，非常に良かった 69%，良かった 28%であった。し

かし、平日の夜は家事もあり参加しにくいとの意見も一部出ていた。研修会の内容については、

楽しいプログラムで、今後の子ども会活動で自分も頑張る意識付けが出来たという感想、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

【自約・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、新径の子ども会リーダーに対して、

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。

{期日] 5 月 25 臼(土)13:30~15:30
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【参加対象・人員] 新子ども会リーダー 100人

{参加人数] 1 54人

【成果と議題】

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

必要性など在学んだ。楽しかったゲームは子ども会でもやってみたいという感擦が多く、また大

人の参加者も一緒にゲ}ムを楽しみ、子どもとの一体感が生まれていた。さまぎまな研修・体験

安透して主体的に子ども会活動を進める中で、リーダ}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。

決PTA研修講座【城南区小・中PTA連携事業1

【目的・内容】

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

【期日 a対象且参加人数] 5月 20日(月) PTA役員・委員研修 (547人)

6月 17日(月) PTA新任役員研修 (60人)

4争中学校PTA

【期日‘対象・参加人数】 5月 23 f3 (木) PTA新任役員研修 (37人)

6月 10日(月) PTA役員・委員研修 (13 3人)

【成果と課題]

単佼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着し

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・運営)について，それぞれ

の成果や線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E重視する必要があり， 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，啓発達営について，互いに協カや支援ができる体制を考えて

いくことが必姿。

宮崎PTA研究集会【城南区小・中PTA連携事業1
[毘的調内容]

臼療の 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

【期S"対象・参加人数] 8月 26日(月) PTA役員・会員(予定 :240人)

@中学校PTA

[撤回・対象珊参加人数] 1 2月9日(月) PTA役員・会員(予定:130人)

【成果と課題]
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大膏少年鍵全育成研修会

(lJ、学校PTA'中学校PTA合同で隠催)[城南区小・中PTA連携事業】

【目的・内容]

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

を深める。

{期日幽対象皿参加人数] 1 1月 11日(月) PTA役員・会員(予定 :450人)

【成果と議題】

{大事業:人権啓発贋教曹の推進I
I.区レベル推進事業

女城南区人権啓発連絡会議

【目的・内容]

同和潤皇室など様々な人権澗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Z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呂指す。

[参加対象} 城南区各種Iill体代表

{年間事業臼程1

0総会及び委員研修 ・…・・・ 6月 24S (月) 36人

。人権を考えるつどい ...・a・ 7月 11日(木) 355人

。啓発キャンベーンの実施…...11月未定 予定:30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4日(水)予定 :500人

…実践事例発表:南片江校区人権尊重推進協議会(予定)

…講演・佐久滞レイ(声優・歌手脚本家)

[成果と課題}

宮崎人権を考えるつどい(※城南区人権啓発連絡会議の事業の再掲)

【鐙釣‘内容】

人権を尊重し，人の多様性を認め合うまちづくりをめSし，様々な免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]渡辺千賀子さんのトーク&コンサート

【期日] 7月 11 日(木)14:00~16 ・ 00

【参加対象】 市民一般，城南区各種機関・団体

{参加人数] 38 1人

【主催】 城南区人権啓発連絡会議，城南区役所
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[成果と課題}

優しい言葉と美しい声で心lこ響く話しと歌を筒くことができ，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。

今後も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。

女人権講座(指導者養成)

[目的・内容]

はじめて人権教育に取り組む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。

本年度のテーマは『障がい者街題，様々な人権問題等』

【参加対象1r村氏一般， PTA成人教育委員，校区人尊協役員

回 期日
一r

マ

1 
6/7 演奏と諮り

(念) 『身近な人への思いやり』

2 
6/14 身につけよう!

(火) イキで素敵な江戸しぐさ

3 
6/21 それって個性だよ!

(金) (特別支援教育を知ろう)

【参加者延人数1 23 1人

{成果と課題]

議自市

ひきがたりすと

宮 崎 た か し

ソフトカウンセリング

「話してホット.コムJ主宰

中嶋貴子

教育セン?t-

研修課研修企画係長

野口 {書 介

受講者

78人

77人

76人

本年度は，日常生活の中で，身近な所での人権問題への気づきを促すような講座を実施した。

一人の静かな待問を持つことで，身近な家族から腐りの人へ思いや習を持つことができる「気

づき」のきっかけになったや，棒がいを「個性j とみることで，とらえ方が変わりすべての子へ

愛情を持って接することの大切さを感じた，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管内容を取り入れていきたい。

*域甫区人権尊重推進協議会交流会

【目的・内容]

城南区内の校区人権尊震推進協議会役員・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。

【開催時期1 2Jl 

{参加対象] 校区人尊協役員・委員，公民館職員

【参加人数】 予定:60人

[成果と課題]

女城南区ヒューマンライツシアター

[目的・内容】

同和問題に関する挟像を視聴する峡間フォーラムを実施し，今なお存在する海軍口問題の解決を
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お指し，未来に向かつての展望を考える。

[期日] 10月 1S (火) 昼の部E 夜の部計2図上映

{参加対象] 城南区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・中学校教員市，部落解放同盟福岡市協議会支部役員・委員

【内容】 映画選定中

講話未定

【参加人数】 予定・ 120人

{成果と課題】

II.地域レベル推進事業

宮崎按罷人権尊重推進協議会育成，支援※【地域支援諜連機事業】

{足的・内容}

河和問題など様々な人権問題の解決をめぎす学習・啓発を地域ぐるみで行う，校区人権尊震推

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】 通年・随時

[対象} 校区人尊協役員・委員

[成果と課題}

宮崎公民館人権教育醗修指導・助言※【地域支援諜連携事業】

{期日】 通年・槌時

【対象] 公民館職員

[参加人数】 予定.延べ関数 ;50回，延べ人数;1800人

[成果と課題]

m.社会教育関係団体推進事業

宮崎小・中学校pγA人権教育研修担当者連絡会

{混的"内容]

単位PTA人権教育研修担当者及び担当教諭を対象にョ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。

{撤回] 5JJ14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] 35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，淫解や認識を深める

最初のよい機会となっている。

それぞれの校区で今後， PTA会員向け研修の金ii!U，実施のための参考となる。

単位 PTAで効果約に研修企閣ができるように，内容の工夫，充実が必要。特に学校での企簡の

段階で教員の参加が必要である。

. 12・



大小・中学校PすA人権教育研修指導周助言

[目的，内容1

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，単佼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。

【獄図] 通年・随時

[対象] PTA委員及び会員

【参加人数] 予定.延べ回数 :34回延べ人数 1，300人

[成果と諜題]

安城南区人権教育推進交流会

[目的a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ぎす交流会。

【期日] 2月

{対象} 支部役員，公民館織員2 小・中学校担当教諭，地域支援課職員，主主護学習推進課職員

【参加入数] 予定 :40人

[成果と課題]
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平成26年度城南市民センター(生涯学管推進課)運営方針

1--"":子・高齢化思際化，情報化等の事事しし社会変化に伴い，人間の生き方l守家庭のあり方がこれまでの

傍値観や在会の常識ではとらえきれないほど多様化するなど，今日私たちな取り巻く環境は，大きく変化

してきでいま吹戸

このような中，市長一人ひとりがかけがえのない南主として，人間らしく心重量制こ生きていくことので

きる地瞬全会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。続ける

ことの大切さを考える生法学習施策を進めるとともに，その成果を地域隷題の免職に活かす仕草且みづくり

や市民と地域，行政がカを合わせ，地域の課題商事決にあたる“謝野に取り組んでおります。

これらのことを踏まえ，当市民センター(事署員実抱:生;涯学習推進器 l乱期こ支えあい，共感しなが

ら暮らせる住みよい地樹金会を窟Ijり出す市民の育成を目指し，区役所・公民館及び関係機関・団体との連

携を密にして，市民センターの運営及て芦輔の充実に努めて参ります。

施設運営(指定管理者)にあたっては，民帰国体の経験やノウハワを活用し，市民がいつでも気経に安

心して利用できる，親しまれる市民センターを目指します。

事業業脇佳涯学習推進冊にあたっては，区の生涯学習雪の取りまとめを行う組織として関係各課カ汚子

う生涯学習関連事業の体系化・調整を行いつつ，市民1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主催事業の実施目的に沿った事業展開に努めます。

人権教育・啓発の推進にあたっては，同附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・

公離宮・校区人権尊重推進協議会や持増・中学校PTAと連携して，一層の充実Jこ努めます。

1生涯学習の婆としての市民センター制緩髄化

区における生涯学習のぬ長施設として，施設をより多くの市民にこ苛iJ用mけるよう，指定管理者が

持つ民間団体の経験やノウハウを活かした施設貸出・施設管理を実現します。

また，区衡努に移設された生涯学習推進諜において，地域や区民各層の多様なニーズに応えて関係

各線地主rrう多様な生涯学習関車事業の取りまとめ・調整業務省?行うタ九引き続き市鈴センターを活用

し地域・区民が必要とする生渡学習官恋人権教育・啓発関連の主催事業を行います。

2 ~主催事業の充実・推進

現代的課題キ様均時題に応えた圭催事業の充実を図り，生涯をi還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ノトプの育成並びに活用を自指しますa

(1 )市民の生涯学習の振興のため，現代的課題材献をめざす事業を実施しますユ

(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隠する事業を実

施しま吹己

(3) 子育て支援や青少洋健全育成のため，又，生涯学習を通じてのボランティア養成のための大学，~
問団体と連携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施します。

3人権教育萄啓発の推進

「福岡市人権・間柱府政慕本方針」及び「福岡市人権教育・啓発基本計腎J等に基づき，公民長官 .p

TA等の地域廿Tわれる人権教育研修の助言・指導に努めるとともに，区における人権教育・啓発の

推進を図ります。

また，校IE人権尊重推進協議会活動の充実と赫目織校区への結成に向けての支援を行います。



平成25年度城南市民センター予算内訳

(単位;千円〉

予 算 綴

区 分
24年度 25年度 比較

歳 ホーJレ・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 。
合 言十 ア，707 7，541 ム166

〈単位;千円〉

予 喜華 額

Q5: 分

24年度 25年度 比較

管理
管理委託費 74，535 74，625 90 

運営費
図書 館 費 6，662 6，662 。

歳
言十 81，197 81，28γ 90 

主催 市民講座等 3，510 3，3アO ム140

事業費
人権啓発連絡会議 783 ア83 。

出
PTA  研修費 42ア 424 ム3

言十 4，720 4，57ア ム143

施設整備費 2，582 187，295 184，ア 13

4Eb 3 言十 88，499 2ア3，159 184，660 

問 2-



平成25年度城南区市民センター主催事業計濁

{大事業) {中毒事業) (小事業)
11 

生涯学習推進会議

生涯学習の振興 抜高市民主レッジ 9Jl-ll月(全31EJ)

市民参爵講座{子育て講座) 8月-11月(全5回)

子ども芸術劇場等{指定管理者集簸含む) 5月-3月

ミユエティの支援 h-l円 コ(自ミ治ュ協エ議テ会ィ等支の援支援を除く〉 日本語教室(2講鹿} 4月-3月

広報紙づく哩講座(PTA等} 5月{全41EJ)

地域課題の解決 子健育全育て支成援・膏少、年の

々
(子育てふれあい広場}

9月(1厨)
のびのび夢ひろばじようなん

子育て講座(業再掲 f市民参調講座J) 6Jl-l1Jl (金5庖)

子ども会脊成連合会予ーダー研修会 5月・2月(全2回)

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 5Jlω、学学校校)) 
6Jl(中

小・中学校PTA研究集会 8JlVJ、中学学校校)) 
12月(

11'、.中学校PTA青少年健全育成研修会 11月(11EJ)

人権教育啓間進トイ芭レベル推進事業 城南区人権啓発連絡会議 4月-3月

城南区人権を考えるつrぃ 7月(1国}

人権講座(指導者養成} 6月(金8回)

人権尊重推進錦議会交流会 2月(1回}

減南区人権ヒューマンライ?シアター 10月(1沼)

地域レベル捻進事業 校区人権尊黛猿進協議会育成・支援 4月-3月

公民館人権教育研修指導・助言 4月-3月

円社会教育団体献推進事業ト IJ、.中学校PTA人権教育長F修捺当者連絡会 5月(1回)

小・中学校PTA人権教育指導・助霞 4月-3月

人権教育推進交流会 2月(11EJ)

3自



平成24年度城南市民センター利用状況 (平成24年明~平成25年3月)

各年度周期間比較

1部屋男IJ利用状況
(単位z件数件・人数 e 人・利用回数回}

1&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

(定員) (500) (9日) (40) (36) (90) (42) ( 16) (18) (12) 

件数 354 302 591 383 251 320 488 373 425 
-・陪陽園・・ー・・畠"ー同国 ー.世~---・-胃胃帽欄間 ---岨----曲世圃ー 幽幽曲直可向--由時--胃明朝 明F 明網開伺帽岡田園胃胃 回目岡田・--圃帽岨M ー且掴姐岨岨幽-圃』同 何色司時晴酔同国冊目・・--ー岨幽曲直色幽ーー司ー『甲

22 人数 29，885 10，612 7，681 7，650 11，802 7，273 4，850 2，746 2，505 
年

事[11司自事
曲且岨幽幽幽晶司"曹司，ー 同-同情胃咽同情帽閉帽.嗣圃嗣幽._-・e幽幽幽晶幽 幽幽幽M ・‘“ーー『司骨柄欄 噂骨柄胃栴骨骨冒"岡田・・ー ー---幽幽幽四回岨幽 ー晶白血色白血幽---・・--情嗣田明朝帽・ーー・・幽 ----曲ーー喧同--司F

度 580 435 665 535 404 477 587 502 588 同曲圃圃且_.品向田開開何 --句---・ー・・骨田・帽 】ー幽世由回回世幽岨噂値幽 同幽M 幽幽"同開閉閉明明 句司司駒田ーー'・・ー・ーーー -幽幽.-世幽岨幽幽同国 ー国--国』圃薗司---明開.帽・ー・ー回世晶岨 合睡岨司醐幽噌喝圃帥『四--司時
利用率 55.7覧 41.8出 63.9% 51.4拡 38.8弛 45.8覧 56.4出 48.2見 56.5出

件数 336 267 599 347 197 346 496 359 409 
"ー帽'・--開 同町冊目明白曹司圃ーーー -・・・----圃同副晶圃 幽幽岨樹園圃申噸圃岬噌圃】材開 制F帽』静静静胃開帽帽『・圃帽 -----幽幽幽圃圃幽幽 出回世M・ーー・ーー・』同』 司ーー---帯四回目帽 ー圃圃圃圃幽幽圃園田幽同 -・柑岬剛帽明.-明開司開田園

23 人数 24，087 9，161 7，766 5，961 9，273 8，331 4，848 2，749 2，348 
年 開帽帽帽骨胃胃回・・ー園田 四回圃屠圃‘・.晶画世幽幽 開園嗣凶噂同柿切圃押開柳師-押明開-----静岡園田圃 ー・.岨且幽幽幽幽出幽幽 同】同園出園出---ー --恒『聞伊回開聞R ・岨圃邑圃幽晶Mι同幽同Mι岡崎 悼柿凶帯-司W 持町---
度 利用問数 570 380 646 518 312 472 599 475 570 

ーー・・.圃・・・ーーー.骨骨・ー幽・・H 幽掴岨喧M圃胸刷合同世坤馳帽嗣開閉押帽帽 暢開骨帯帽・w帽骨骨----品副幽回幽田園岨ー・ι悼悼且--・e幽句回同甲噂晶 開----園田園田・回 副院--副且出--幽曲岬時岨
利用率 55.9百 37.3百 63.3出 50.8百 30.6出 46.3部 58.7% 46.6覧 55.9百

件 数 335 237 602 357 237 361 515 327 392 帽圃.園圃M ・.'・・・ー・・・・圃・・ー-ーーー幽幽幽幽_.‘・.-幽 『明句---・，帽骨帽--帽開開明明白骨量園田昌世 岨岨岨凶凶回--ー』同 M 園出陣回同悼--何回暢 同ーー『曹曹・ー----ー岨幽圃圃値幽明同時---聞 ー『帽帽司骨再開幽幽幽幽
24 人 数 25，724 8，625 8，682 6，168 11，218 8，310 5，029 2，430 2，289 
年

利用題掴
ー・---ーーー--岨田園 幽ー・・ー世世・・h 幽岨幽与蜘 情情-陣輔圃唱弔問'静岡'咽 岡田問問問同時園田幽圃幽 出--圃圃幽--悼』同 』】同岡山岡田陣鴨田F 胃同再開問問---・皿 幽岡崎田昌司亭帽四骨骨--開冊骨骨，骨--園陸昌也畳

度 567 361 658 521 413 549 625 443 557 
ーーーー・・・ー・ーーーー.姐ι岨岨岨白且白血働世岨陣地坤 -岨a帽帽帽帽欄開聞司明田開鴨 ----同助晶画・ー-・e幽圃幽幽幽幽幽幽世悼』同』 』向悼再悼月四国--- ，ーー四回開・ーーー幽 a・同4 ・岬帽刷用咽明帽胃 情帽咽桐噌咽圃幽幽岨喧峰崎

利用率 56.1覧 34.7覧 63.2世 50.0県 39.7覧 52.7'届 60調。事 42.6覧 53.5覧

※利用率 ・・・22年度の利用可能回数は1.041図 (347日(利用可能隠)X3図 (1日の利用可能回数)) 

23年度の利用可能倒数は1，021図 (340日(利用可能回)X3回 (113の利用可能回数))
※平成23年10月13日-1813'23-25日の9日間ヱレベ-51ー工事のため、9日間利用休止

24年度の利用回数l孟1，041自 (347日(利用可能回)x 3!li1 (113の利用可能回数))
※平成25月1Fl21臼-30日の10日間ホール康閣総替のため、ホールのみ10沼筒利用休止

。託児室利用状況

区分 般 主催事業 昔十

22年度
一再

261 人
持

61 1K 39 存
で玉

30 9 322 

23年度 31 250 11 56 42 306 

24年度 33 268 6 79 39 347 

※一般にはPTA事業が含まれている。

2団体別利用状況

軍E 分 公共機調 団 体 グループ・サ-'J)レ 主催事業 富十

23 件 数 267 1，056 1，762 271 3，356 
年 -・・ーーー・ーーー.圃ーーーーーー 圃圃幽圃幽幽岨岨幽幽剖幽---同声圃M 同陣首再開・・・・ーーーーーー圃E ・岨岨皆同幽肺脚四階岨.-・--制帽柑剛軸柳 輸削岬帽--帽聞.帽同'ー--幽世世ー
度 人数 12，455 34，371 19，404 8，294 74，524 

24 
件人 数数 1522063H---------3-H~-~-I---------ïl~~~H----------d~H--------7~:43673~-I 年度

※鴎体・・・， .社会教育文化関係，地域づ乙り副隊;企業関係団体v 政治関係殴体l 宗薮扇認面孫
グループ・サ-'Jル・・・趣味約・問好会，愛好会，大学・高校関係ウラブ・サークル

。平成24年度間体別利用割合

(件数) (人数)

E十

3，487 
明嗣帯情帯情欄骨・ーー伺"

85，004 
鴨用回目帽圃掴・・ーー..齢幽

4，773 
情開-----睡圃幽幽幽幽

50.9覧

3，356 圃'田園幽幽圃幽且--帽圃抽』
74，524 

E且岨晶幽崎幽幽--押押同
4，542 姐句圃幽・・』岬岨世畠Fゆ同畠F開旬.
49.5百

3，363 幽輔副圃崎神岨』開閉胃胃四回
78，475 恒胆哨喧他陣蜘陣噛旬開'問問帽
4，694 司与助喝幽司嶋悟帽.同帽.帽圃.
50.3% 

主 催事 業公 共機 関

6.1目 7.9覧

主催事業
ln ~~以 公共機関

グループ・

間 体 サークル

35.7出 24.0首

国 体

50.3弛 46.1百

4 



3各市民センター利用状況

区 分 東 博多 中央 南 繊膏 早良 西

22 件数 2，719 4，184 6，063 4，714 3，487 4.744 4，286 
年 同同・ーー・・幽悼胃問問問同 情 圃 幽 幽 圃M幽幽 --同国『司『暢『明『同開・・ E ・幽 幽幽且岨幽岨.-蝿帥 圃 色 戸 間 晴 晴 欄 帽 帽 帽 幽・ーーーーーーー.働曲品幽白血.ー--ー 官『旬同 F 帽 帽 嶋 - - 骨 目 ・ ・ ・ ー ー ー ー ー 『ーー崎由画幽岡崎剛四F 開幽幽幽幽幽幽幽 出ーーー司骨岬再開---四四回同ー

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 ー回開閉--睡幽-幽幽幽白 圃岬帽喝帽骨 -ーーー岨ー世世世世岨幽-~---- 唱唱開暢骨骨冊目同司鴨 H 晶ーー曲 M ・・』 再開同四回目胃回目-----・・--国 回国国睡-幽岨-輔副司ーー問問問-- 情同四四回開祖"“・温品陣崎戸M静禍晴再 --・陪・田--・品世世園出世帯'・--

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

24 件数 2，775 4，226 6，158 4，342 3，363 4，420 4，193 
年 帽明--輔司咽F 朝田骨骨咽圃・h 世岨晶ーー 』畠恒拘--帽神恒輔帽帽・ー・--幽幽 幽畠幽圃圃個------胃田明朝間F 胴. ー----・・M 幽幽幽圃】喧圃『ー『明 開明開閉再再開閉.園幽嗣岨圃幽幽曲幽 司司両叫悼四司胃帽曙-明開聞且値幅幽

度 人数 70，650 121，220 186，048 150，337 78，475 126，748 131，682 

※扉蚕一一三事のため治訂正扇二12.27蔽露示扇
※中央 舞台装鏡改修工事のため H24.1.4-1.31ホール利用を休止
※南 舞台装置改修工事のため H23.12.1-H24.1.31ホール利用を休止
※城商 工事のため H23.10.13-1 0.18' 23-25臨時休館。 H25.1.21-30ホール利用休止
※西 舞台装讃改修工事のため H24.1.16-3.22ホール利用を休止

。各センター年度別利用状況(件数)
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。各センター年度別府j用状況(人数)
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