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議事(1) 

平成25年度城南市民センター主催事業計商及び実施報告

{大事業:コミュニチィの活性化I
I開生渡学習の振興

女城南市民カレッジ
【目的}

様々な分野で活践している講師の話を勝くことにより、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

ことを包指す。

<>講演会・..全3回(地域づくり、歴史)

関 湖沼 ァーマ 講師

9/12 「言語知症になっても自分らしく暮らせる衝に~な 宅老所「よりあいJ
1 (木) じみの人!こ殴まれて-J 代表村瀬孝生さん

10/25 「城南区の歴史散策J刊行記念 徳間大学

(金) 1部・・・基調講演「地域の遺構、寺社、石I善か 教授桃崎祐輔さん
2 

らみた城南区の歴史J 九州大学大学説博士後期課程

2部・・・モニュメント調査の報告 急精敦司さん

11/14 「山笠のカハカタウツシ」一山~、その出来、 福岡市博物館学芸課長

3 (木) その歴史、その広がり同 福閑字書官軍さん

【参加対象] 市内に住んでいる人，または通勤・透学している入

【参加延人数] 3 1 1名

[共催】第 1回:城南区地域保健福祉課

【協力}第2図:福間大学3 第3回:福岡市博物館

【成巣と課題】

受講者

174名

74名

63名

第2回目は福岡大学と城南区役所の連携事業の一環で、平成 23~24 年度に f城南区

歴史探訪講座」として講座や報告書の作成を行ったもので、今回は冊子「城南区の歴史

散策j刊行記念として開催した。当日は「城南区の歴史散策 ウォーキングマップJを

来場者に配布する等して城南区を再発見し、歴史を活かしたまちづくりのきっかけとな

ったように感じた。

今後とも魅力ある講E廷を金画し、市政だより等の広報に努める等して多くの受講者増

を図っていきたい。

4砂市民参画講座{子育て講座)

【趣旨]

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と協力体制をとり、日頃の

子脊てを見つめなおし、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~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。

「自然は子どもの教科書j という方針の保育薗・幼稚闘では、乳幼児期の運動機銭・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圏、デ、ンマークでは、子どもたちが自分の責任で遊ぶことをそット

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、量豊か

なコミ z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議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肢を開設する。

回 期日 学習ナーマ 講師 受講者

1 
6/6 親にとって、子どもにt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 PしAYFUKUOKA 46総

2 
7/4 代表 古賀彩子

(木) 27組

3 
9/8 お陽さまのもと、みんなで楽しく遊ぼう 権問に

(日) (外遊び実習) 冒険遊び場をつくろう会 20組

4 
10/17 ※9/8(日)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。 32紐

5 11/7 

(木) 20組

{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】 親子50組

【参加延組数] 145組

【成果と諜題}

アンケート調査を実施したところ、長期間に渡って関僕したため子どもや保護者に行動

や心身の変化を感じた。

子どもの変化時 お絵かきやヱ作、水遊び、ブランコ遊び、木のおもちゃ等外遊びを

通して、回数を重ねるごとに積極的に外遊びをしているように感じた。

保護者の変化=今季節感を感じた。

E 文化振興

(外遊びをすることによって)あれダメ、これダメを無くしたことに

よって、イライラが少なくなり、楽しく子どもと過ごすことができた。

子どもを主体的に遊ばせることができた。

外遊び講座に参加して家の玩具をほとんどなくし、紙、はさみ、の

り、テープで自由に工作を楽しむ待問が増えた等。

女子ども芸術劇場等

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・実施した。
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《区設所主催》

<>九州交響楽団~城南区ニッコリんコンサート~

{内容]

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

クラシック音楽を，気軽な雰囲気で楽しめるコンサートを開催する。

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

[会場]城南市民センターホール

{対象]小学 1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

人の引率が必聖書)

【参加人数] 385名

{成果と課題】

今回初めて開催し、九州交響楽団 (60名程度)、午後のコ}ラス (20名)、ニッコリん

(着ぐるみ 1体)が一同に会した盛況なコンサートとなった。

アンケート実施したところ、身近に主主のオーケストラを筒く機会がなく、今回のような

企画を待ち望んでいたとの声が多く、また地元城南区に九州交響楽留があることに誇りを

感じた等好評であった。次聞も開催してほしいとの要望が高く、また来年度は城南市民セ

ンター開館30周年を迎える。療館 30通年記念事業として位霞付けて、企画内容や広報の

充実を図っていきたい。

《指定曹哩者主催》

。城南市民センターロピ一段階)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誰でも応募でき，

審査は来館者の投票専により入賞者を決め表彰式を実施した。

[作品締切】平成25年4月 20S (土)

【展示期間】平成 25年 5月 1日(水) ~5 A 15日(水)

[展示場所】城南市民センターロピー

【応募作品数] 41名句作品

【入賞作品]資料を参照

{投票総数] 166葉 (1人最大5票の投票専をしていただきました)

【成巣と課題】

初めての写真コンテストであったためノウハワが全く無い中、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西宮本新開」等の媒体を使い、また昨年ロビー

での作品展示をお願いした f城南フォト問好会」のご協力もあって、 65点の作品のご応募を

いただき第 l回目としては上々の滑り出しでした。課題は fコンテスト」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。
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飼児童画展

【困的，内容】

城南区の文化・芸術の振興に苦干与するとともに、センター施設の綜カの向上を図るため、

センタ}近隣の幼稚濁にご協力をいただきながら、父の臼に向けて幼稚園児に大好きな「お

とうさんj 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、皆さまから愛されるセンタ}づくりを自的に企画した。

【作品依頼】平成25年5月初日(月)

{展示期間}平成 25生存6月7日(金) ~6 A 12日 (水)

【応募作品数】(年長組)かなやま幼稚鴎 48名 ダリヤ幼稚園 30名

{成果と課題】

日領、近隣の幼稚園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、作品依頼をスムーズに行う事ができた。また、テ}マを父の

日にしぼりこんだことにより、幼稚盟でも作成時聞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I士、問ーの幼稚匿に限らずその他の幼稚園にも依頼することを考えて

し、る。

oパックステージ探検隊〈子ども向け体験型企樋講座〉

φ区民参加型の発表会の開催

【百的胃内容】

区民参加型の発表会の喜男僚とパックステージ探検隊の同待関僚を言十街。

一般利用の少ない平日のスケジュールを調整し、福!海大学和太鼓サークノレ「鼓舞猿Jにホ

ーノレ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。

バ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

げる舞台装震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親子で楽し

く体験をしてもらう。

さらに、城南市民センターの中央制御室(機電窓)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目的に企画した。

{臼時]平成 25年8月4日(呂) 10:00~12: 00 

【会場】城南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]30組(応募多数の場合抽選)

[参加組数]22総(子ども 27名、親 22名)

【成果と課題]

手作りのステージではあったが、各セクションの協力があり、また、「鼓舞猿jの演奏が

功を奏し参加者全員から良かったという感?僚をいただいた。当日、急きょ兄弟を同伴した

参加者も農たため今後は事前連絡をいただくよう広報をしていく。(傷害保険の関係もあ

り)探検時間が少なかったという感想もあったので今後は考慮していきたい。

o城南寄席~落語研究会の合開発表会~

【目的・内容]
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城南区の文化・芸術の振興に寄与するとともに、センター熔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画した。

【臼時】平成 25年 9Ji 23日(祝・月) 13:00~16:00 

{会場}城南市民センターホール

[参加団体]福岡大学・九州大学・福岡教育大学の 3大学が出演。

{観客数J 130名

【成果と課題]

お客様もアンケートでは「良かったJ r今後も続けてほしいj という感想、及びお湊め

の言葉を多くいただき成功したイベントになったと感じている。

来年度も実施したいと考えているが、今聞のアンケートで f良いイベントなのに、お客

さんが少ないのでもっと広報をしては ?J とのご意見もあり、今後はさらに広報にカを

入れ多くのお客様を迎え入れる努力を行いたいと考えている。

。サークル作品の展示

{目的・内容]

城南区の文化・ 3芸術の振興に苦干与するとともに、センター施設の魅力の向上を図るため、

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・芸術包体等にも協カをいただき

ながら、広く作品を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

苦手れ、皆さまから愛されるセンターづくりのために企画した。

鑑絵手紙の作品展示

【協力尽体】絵手紙へたでいい会

{日時】 1問自平成 25年 6月初日(木) ~7 月四日(木)

2泊目平成 25年 7月 19日(金)~9 月初日(金)※作品の変更

[展示場所】城南市民センターロビー

[成果と諜題]

当センターを利用している極体等に「ロビーで作品等の展示をしてみませんかj という

ポスターを貼り募集したところ f絵手紙へたでいい会j の団体の申込があった。ロピー

展示のため見学者の延人数は不明であるが、団体からは「作品の発表をする場所がなか

ったので、作品展が出来てよかったJr新規会員の募集にもつながるJとの感殺をいただ

いた。

。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、博多人形邸のご協力をいただきながら、福隠の郷

土芸術文化である簿多人形の制作を還して、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}づくりのために企画した。

[沼時}第1回目:平成25年 10月 6日(日) 10 ・ 00~12:00 粘土による人形制作

※制作後、乾燥と窯による焼成斗約 2週間

第 2四百:平成25年 10月初日(日) 10:00~12:00 彩色

【議締}博多人形部室井墾太郎氏

【会場】城南市民センタ一実穏窓

{参加対象}小学 4 年金~6 年生と保護者

-5・



{募集定員]15総 (30名)※応募多数の場合抽選

【参加総数] 12組

子ども 13名、オーストラリア留学生 l名、保主象者 12名 合計 26名

【成果と諜題]

続子で和気あいあいと楽しそうな雰題気と真剣な眼差しで一生懸命人形を作っている姿を

見て大成功と感じ、また、講師の先生も大変喜喜んでいただいた。

15組 30名の定員に対して 26名とちょうど良い人数で、広報についても成功したと思う。

~博多祇湯山笠人形のロピー展示

{期日]平成 25年 11月1日(金) ~12 Jl 1日(日)

【成果と課題】

11 Jl 14 13に減南区役所生涯学習推進課主催による市民カレッジ「山笠のカハカタウツシ」

講演会(講師:福河市博物館福間裕爾 学芸課長)が開催されることに先立ち、当セン

ターのロビーに平成 25年7月に奈納された四番山笠東流れの飾り山笠「天下取戦陣之誉J

の一部を博多人形締 室井重太郎氏のご協力により展示した。また、福絢市簿物館のリニ

ューアノレオープンで常設展示室に山笠のコーナーが設置されたので良いタイミングと考え

展示した。広報はホ}ムページ及び西日本新顔社に取材に来てもらい fはなしの横丁J楠

に記事の掲載をお糠いした。

ロピ}展示のため見学者の延人数は不明であるが、新開を見て来られたお客様もおり、

迫力ある人形を楽しんでいただいた。

~子ども峡E雪上映会

{毘的・内容】

センター施設の魅力の向上を図るため、多くの子どもたちに映習を楽しんでもらい、また、

環境問題についても考えてもらえるような作品を選定した。

【臼時】平成 25年 11月 1713 (日) ①10:30~12:00 ②14: 00~15: 30 

{会場}城南市民センターホーノレ

【箇榛観客動員数12回合計 500名

{上映狭厨} ロラックスおじさんの秘密の種

【観客数] ①1回目約450名 ②2回目約 400名 合計850名

{成果と課題]

作年に引き続き第2間慢の上映会となったが、第 l回目は 90名の観客動員という非常に

反省する点が多かったため、今回は映爾の内容を吟味し、チラシ・ポスター制作及び

広報の方法を変えたことが功を奏し、満席に近い観客となり大成功の上映会となった。

広報については、市政だより・西日本新開・地下鉄沿線だより.HPの他に城南区内の小学

校の会校生徒約 6500名にチラシを配布。また、センター近!舜の幼稚閤・保育題の年長児意

約 750名に配布したことが成功のカギとなった。

お客様のアンケートでも「チラシを見て来たJ rおもしろかったj という感怒を多くいた

だき大成功したイベントになったと感じている。

。親子ふれあい教室

{毘的冒内容】
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クリスマスが目前になり、グリーティングカード(クリスマスカード・フォトカード等)を

殺と子で一緒に作る親子ふれあい教室を企画した。

【日時]平成 25年 12月 15日(白) 10:00~12:00 

{講師】九州あそびの研究所中島宏先生

【会場]城南市民センタ一実習室

{参加対象]小学生と保護者

【募集定員]15級 (30名)

{参加総数]10組子ども 11名、親 10名 合計21名

【成果と課題]

親子で和気あいあいと楽しいムードの中、クリスマスカ}ドやフォトフレーム等を作成。

参加者からは、「中島先生のトークが箇白くてあっという間の 2時間で楽しかったJr子ど

もとー絡に楽しい時間が過ごせたj等の感想が寄せられた。

来年度も実施の方向で検討しているが、時聞が緩かったとのご意見もあったので、時間内

に終われるよう充実した内容を考えていきたい。

o域湾市民センターフェスティパル(区民文化祭)

事中村学園大学との提携

-フリーマーケットの瀦催

岨授産施設の支援

鍾区民参加裂の発表会の開催

{目的M内容】

上記 4 事業は平成 25 年度 12 月 ~2 jJにかけ願次実施計在留を立てていたが、ホ}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j と銘打ち間待機催を計画。

ホ-;レではコーラスやフラダンス、ジャズダンス、ヒップホップダンスを催し、駐車場の

一部では障害者授産施設等によるバザーを実施、お祭り気分で参加者及びお客様に楽しい一

日を提供する。

【日時}平成 26年 3月 23日(日) 10:00~16 ・ 00

{会場】城南市民センタ}ホール、センター前広場

【参加団体] 18団体

・コーラス:仲間でハ}モニ}・城南午後のコーラス・はるもにあ(福大アカベラサ

ータノレ)

・アンサンプル:片江中学校吹奏楽部・梅林中学校吹奏楽部

.フラダンス:ハワオリ城南

-ダンス:ラブジーエンジェノレ・にベ JAZZダンススタジオ・ Rダンススタジオ・

エスタ城南・博多工業高校ダンス部・中村学園大学NDA

・司会:福間大学放送研究部・城南高校放送部

・バザー:社会福祉法人さざなみ会さざなみ第2作業所・さざなみアロハ・ JA福岡市

社会福祉法人牽の家福祉会
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{大事業:コミュニチィの支援}
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 }!f受講者数

日本語ボランティア教室 4'3~3/26(水)

「ななくさJ 13:30~15 ・ 30
45回 15人

にほんごきょうしつ 4'3~3/26(水)

城南(じようなん) 19:00~20 ・ 30
44窃 25人

{参加対象] 福河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

198人

308人

ボランティア数 延ポランティ7数

9人 241人

8人 234人

H26.2月末現在

中間、韓国、台湾、ベトナム、オ}ストラリア、タイ、カナダ守、スウェーデン、メキシコ、

イギリス、アイ/レランド、北アイノレランド

【目的"内容] 日常生活に必要害な日本語に図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1
日本語ボランティアによる偶々の学習者の能カに合せた資料が作られ、和やかな雰沼気

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・祇関山笠・紅葉等)体験が取り入れられ、学習者にとても

喜ばれている。また、自豊富に帰った学習者とも交流が続けられ、小さな国際交流の場にも

なっている。

II.人材発掘車養成

女広報紙づくり講座

φPTA広報紙づくり講座

【目的】

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絡するもの。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，魅カある PTA新聞を発行しよう~~

呂 期日 ナ マ 講師

1 
5/22 広報活動とは何か?

(水) ~広報紙づくりの基礎~
演砂圭子氏

5/29 PTA新聞のよかとこに学ぶ
-・・鮒フラウ社長圃元議両市男女共同参画審

2 
(水) ~ブロが実践的アド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の広報按当者

【参加延人数] 99人(申込人数79人)

{成巣と課題】

受講者

55人

44人

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

など)について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。 2回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
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見が大半であった。

o地域広報紙実践講座

{呂的]

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，実践的な講座合

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~~

四期日 ァーマ 講師 受講者

10/25 
1 I (金) 広報紙づくりの基本を学ぶ B吉田真紀氏 22人

元密日本新顔記者，前福間市人権啓発セ

1(1金/)1 広報紙づくりの実践研修 ン聖一人権啓発推進指導員 22人

【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毒事重推進協議会の広報絞当者

③校区の人権群発・教育，自治活動などを支援する公民館職員等

{参加延人数] 44人(申込人数 32人)

【成果と課題]

読んでもらえる記事の書き方を中心に，見出しの付け方や文章の書き方など丁寧な指導がなさ

れた。平成23年度に同講姉で各自2時間半の講座を実務した際， 議1't時間が不足し，具体的な

実習時間が取れなかったため，各回 30分時間を場やし実施した。具体的・適格な指導で勉強にな

ったという感怒が多数寄せられたが，講座の開催待期を年度初めにという意見も寄せられている

ため，検討していきたい。

{大事業:地域課題の解決1
I.子育て支援・青少年の健全宵成

女子育てふれあい広場のびのび夢ひろばじようなん

{罰的】

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、保護者が日頃患っている子育てのことなどをお五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

る生活協湾組合、中村学園大学と福間大学の学生と共働で企画・運営を行う。

【テーマ】『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~~

[B詩・会場]9月 8臼(臼) 11:00~15:00 ・城南市民センター隣接の習の堤池

【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 :428人 ボランティア48人

[実行委員会構成閲体] ふくおかに冒険遊び場をつくろう会，中村学鐙大学短期大学部幼児保育

科郊須ゼミ，間大学児童文化部PEC・ぺく，中村学閤大学付属あさひ幼稚

鐙，福岡大学児童文化研究会，エフコープ城南支所s 城南区役所
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[助言者] 那須信樹氏(中村学属大学短期大学部幼児保育科教授)

古賀彩子氏 (PLAY FUKUOKA代表)および同スタッフ

[成果と課題]

開催夜前は天候が不安定であり、市民センタ}館内での梼{援を考えていたが、開催後は天候

が安定して終日屋外で実施できた。今回はバルーンアート等新コ}ナーを設置したところ乳

幼児や保護者等から好評であった。また全体的に各国体の特色を活かしたものができたよう

に感じた。

女市民参菌講座子育て講座…再掲

E膏社金教育関係団体連携事業

宮崎子ども会育成会指導者研修会(校区子ども会育成会等)

[13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理解するとともに、子どもが主役

の汚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。

【日待] 5月9日(木)1 9 ・ 00~20: 45，5月 25日(土)13:30~15: 30 

※5月 25臼(土)は、子どもリーダー研修と合同開催

【会場] 1居間.福河市城南市民センター会議室 2回目:福岡市立城南体育館

[講師】穣孝志氏(ハートエデュケーション代表)

【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 jj 9日… 84入、 5月 25日… 79人

【成果と課題]

参加者アンケートの結果を晃ると，第1回の基礎編では，非常に良かった62%，良かった

31%であった。第2@1の参加体験線では，非常に良かった69%，長かった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

[霞的E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、新任の子ども会リーダーに対し

て、子ども会活動の実!擦において役立つレクリ工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。

{撤回①5月 25日(土)13:30~15: 30 ②3月8日(土) 13:30~15:30 
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[参加対象・人員】 新子ども会日}ダ-100人

[参加人数] ① 154人

【成果と課題】

① いろいろゲームを体験し、講締からその中に含まれている相手の事を考える、チームヲ

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。さ

まざまな研修・体験を通して主体的に子ども会活動を進める中で、日}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綴待される。

宮崎PTA研修講座{城南区小・中PTA連携事業1

【自的町内容]

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

【期日現対象町参加人数] 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

I期日 E 対象副参加人数] 5}l23s(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. PTA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.1f.いに協力や支援ができる体制を考

えていくことが必要。

女PTA研究集会【城南区小園中PTA連携事業1

【包的・内容]

臼頃の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

{期日・対象・参加人数] 8月26日(月) PTA役員・会員 (214人)

。中学校PTA
{期日・対象・参加人数] 1 2月 9s (月) PTA役員・会員 (11 4人)

【成果と課題]

実践事研tl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。分科会ごとに課題や，

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。前年度から

のお当者引継ぎゃ研修内容の充実に向けた各校間の交流の大切さなどが再認識され，今後の参
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考となったo

*:青少年健全育成萌修会

(小学校PTA眠中学校PTA合潤で開催)【城南区小・中PTA連携事業1
{毘的・内容】

地域ぐるみで脊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。

【講演]

演題ー 「子ども主主の生きるカを育むためにj

~クリエイティブでたくましい子どもの育成~

講師:アピスパ福岡株式会社代表取締役専務下街功氏

{期日・対象・参加人数] 1 1月 11日(月) PTA役員・会員 (375人)

[成果と諜題】

講師の経験と実践に基づき，たくましい子どもの育成のための我が子へのコーチングについ

て講話がなされた。背と今ではs 子どもたちを取り巻く環境が違い，昔のように子どもたちに

「たて社会Jの中での役割分担を果たすということがなくなった。親は，自尊感情を持った子

どもの育成がいかに大事であるか考えていかなければならないという意見があった。

{大事業:人権啓発沼教育の推進1
1.震レベル推進事業

安城南区人権啓発連絡会議

【目的・内容】

向車口問題など様々な人権潤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目指す。

{参加対象] 城南区各種団体代表

{王手間事業臼程]

。総会及び委員研修 …日日 6月 24日(月) 36人

。人権を考えるつどい …… 7月 11日(木) 38 1人

。啓発キャンペーンの実主在 日11月 20 13 (水) 1 8人

。広報紙「こころJの発行 3Jl 1 5日号 69，000部

※人権を尊重する市民の集い… 12 Jl 4日(水) 397人

…実践事例発表:南片江校区人権尊重推進協議会

…講演:佐久間 レイ氏(声優・歌手脚本家)

【成果と諜態}

委員研修会の実施や年間の活動を還して，委員の人権問題に対する認識を深めるとともに，

7Jl.12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。

12Jlの市民の集いでは，歌とともにシングルマザーの経験を基に子育ての体験などから，

心のストレッチの大事さを歎とともに話された。参加者からは，心の持ち方や前向きに自分に
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自信を持つこと，生きることの大切さなどを学んだとの意見がみられた。

女人権を考えるつどい(※城南謀人権啓発達絡会議の事業の再掲)

【毘的胃内容】

人権を尊重しz 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] 渡辺千賀子さんのおはなしコンサート

[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】 減i苓区人権啓発連絡会議，城南区役所

[成果と課題]

被差別部落に残る結婚差別等について，実体験を交えたお話と歌で訴えられた。参加者から

はいまだ残っている差別をなくすため，それぞれができることを行動しなければとの意見がみ

られた。

女人権講鹿(指導者養成)

[目的断内容】

はじめて人権教育に取り級む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『障がい者問題，様々な人権問題等』

【参加対象】 市民一般， PTA成人教育委員，校区人尊協役員

回 獄図
一r

マ

1 
6/7 演奏と語り

(金) 『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] 23 1人

{成果と課題]

講師

ひきがたりすと

宮崎たかし氏

ソフトカウンセリング

F話してホット凶コムJ主宰

中嶋貴子氏

教育セン哲一

研修課研修:it箇係長

野口健介氏

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。

一人の静かな時間を持つことで，身近な家族から周りの人へ思いやりを持つことができる「気

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

へ愛情を持って援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習内容を取り入れていきたい。
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*城南区人権尊重推進協議会交流会

{自的闘内容]

城南区内の校区人権尊重推進協議会役員・委員が車ill.i織・運営や事業について相互に情報交換

と交流を深め3 今後の活動に役立てるために実施する。

[開催時期] 平成26年 2月 25日(火) 13:30~16:00 

【参加対象] 校区人尊協役員・委員，公民館職員

[参加人数] 57人

【成果と課題】

西区の内浜校区人権尊重推進協議会の実践事例の報告を受けたが，熱心な発表で若干分科会

の時間にずれ込んだ、。「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果や課

題を出し合った。他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。

*域南区ヒューマンライツシアター

【目的圃内容]

隠和問題に関する映像を視聴する映画フォーラムを実施し，今なお存在する同和問題の解決

を民指し，未来に向かつての展望を考える。

【期 日] 10月1S (火)昼の部，夜の部言十2図上狭

【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・中学校教院部落解放同腹福岡市協議会支部役員・委員

【内 容] 講話狭衝と差別ピラ大量ばらまき事件の概要

城南区生渡学習推進諜人権教育推進員渡漆幹夫

「木枯らしの向こうにJ峡爾上映

講話福岡市の同和関題へのこれまでの取組から思うことと期待すること

部落解放同盟福岡市協議会書記長 池 勝 氏

【参加人数] 142人

{成果と課題]

本市の人権鯖題の基礎となる同和問題をとりあげたもので，映画の上映の前に，挟E認が作成

されるにいたった時代背景等の講話を入れることで，参加者の理解を深めることができた。ま

た，部溶解放同盟福岡市協議会の池書記長による講話は，よ明現実的な内容を直接聞くことが

できた。今年は，小中学校への参加呼びかけを行いs 学校の教師など参加者を増やすことがで

きた。

II.地域レベル推進事業

下街校区人権尊重推進協語会育成岡支援※[地域支援謀連携事業1

【目的・内容】

同和問題など様々な人権潤題の解決をめざす学習・啓発を地域ぐるみで行う，校長E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。

{鍛 日】通年・随Z寺

【対 象]校区人尊協役員・委員
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{成果と課題}

各校長互の人権尊重推進協議会を担う役員。委員の育成にどの校区も苦心している。

また， ijl)府校区において人権尊重推進協議会が6月30日に設立された。これにより，全校区

に人権尊重推進協議会が揃うこととなった。今後も，啓発や研修などz 活動に役立つ支援を継続

して行う必要書がある。

女公畏館人権教育研修指導師助雷※【地域支援謀連携事業1

【期 日】通年・槌時

{対 象}公民館職員

【参加入数] 延べ回数 :44問，延べ人数:1， 940人 (2fJ来日現在)

{成果と課題]

今年度から長尾校区において町ijlj人権学習会が開催され，また，片江校区で全町対象にlllJijl)

人権学習会が開催されたことにより，延べ回数，~べ人数ともに増加している。

今後も，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。

m.社会教育関係団体推進事業

犬小・中学校PTA人権教育研修担当者連絡会

【自的・内容】

単位PTA人権教脊研修担当者及び担当教諭を対象lこ，基礎的な知識や研修方法・事務手続き

等について研修安行う。

{期目] 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] 35人

【成果と課題】

はじめてPTA研修担当者になり， rなぜ人権教育研修を取り総むのか」など， ~里解や認識を

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会員向け研修の企画，実施のための参考となる。

単位PTAで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iこ学校での企画

の段階で教員の参加が必要である。

苦々 小・中学校PTA人権教育研修指導幽助言

[言的住内容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。

【綴 B】 遺症手・随時

{対 象] PTA委員及び会員

【参加人数]延べ回数・ 35間延べ人数・ 1，279人
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{成果と諜題]

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

で開催できた。人権研修を PTAとして取り組む必要性とともに，人権問題に対する基本的認

識の理解を図り，人権尊重の意義を地域とともに広める機会にしていきたい。

安城南区人権教育推進交流会

【目的"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Sす交流会。

{ 獄 図 ] 2月 13臼(木) 15:00~17:00 

【対 象】 支部役員，公民館磯員，ノト・中学校担当教諭，地域支援課及び生涯学習推進課職員

{参加入数] 25人

【成果と諜題}

城南区内の人権教育・啓発の実施状況や同和問題に関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との協力関係の在り方や学校との連携に

ついての意見交換ができ，今後の人権教育への取り組みの参考となった。
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議事 (2)

平成26年度城南市民センター(生涯学費推進課)運営方針{案)

主J，'-'子・高齢化や国際化、情報化、価値観・ライフサイクルの多様化など、社会情勢が目まぐる

しく変化する現代において、市民一人ひとりがかけがえのない柄笠として，人間らしく心豊かに

生きていくことのできる地海防士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時築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，その成巣を地誠課題の売軟に糊寸仕組みづくりや市民と地域，行政治切を合

わせ，地域の課題売戟たにあたる“共{鉱'に取り車乱んでおります。

これらのことを踏まえ，当市民センター(生渡学習十倍傷罪りは，共に支えあい，共感しながら

募らせる住みよい地樹主会を創り出す市民の育成を目指し，区役所・公民館及び関係機関.~遺体

どの連携を密にして，下記の三項目を柱として市民センターの選営及び事業の充実に努めて参り

ます。

1市民センター運営の充実

区における生涯学習の施長施設として，より多くの市民にこ沫Ij用頂けるよう，指定管理者

が持つ民間企業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す。

また，生涯学習推進課において，地域や区民各層の多様なニーズに応えて関係各課が行う

多様な生涯学習際連事業の取りまとめ・調整業務を行うほか、市民センターを活用し地域・

区民が必要とする生涯学省関連事業や，人権教育・啓発関連の主催事業を行います。

2生渡学習の充実・推進

現イ恰涜職童相搬課題に応えた主催事業の充実を図り，生涯を返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立tひeに活用を目指します。

(1)市民の生渡学習の振興のため，現代的課題の角献をめざす事業を実施します。
(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関する

事業を実海します。
(3)子育て支援や青少年健全育成のため，又，生涯学留を透じてのボランティア養成のため

の大学:， .e走隠間体と連携した事業を実施しますっー
(の社会教育関係匝体等との連携による事業を実施します。

3人権教育・啓発の推進

同和問題をはじめあらゆる人権照題の解決を図るため， r，福岡市人権・同和行政基本方針」

及び「福岡市人権教育・啓発丞本計画j等に基づき，公民館 .PTA等の地域で行われる

人権教育制彦の助言・指導に努めるとともに，長互における人権教育・啓発の推進を殴りま士一

また，校区人権尊重推進協議会活動の充実を図るための支援を行います。
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議事(3) 平成26年度城南区市民センター主催事業計箇(案)

11 
(大事業) (中事業) {小事業)

生涯学習推進会議 4月-3月

ミJ イの制化川生涯学習の興 綾南市民;IJレ."ジ 9月-ll月(全3回)

市民参覇講座{子脊て講鹿} 5!l-1l月(全5回}

文化振興 ト子Eも芸術盛時場等{城南区ーツコりんコンサ}
10月II臼

ト}

子Eも芸術劇場等{指定管理者実施} 5!l-3月

コミュエティの支撞 パコ(自ミ治日協議テ会イ等主の援支援を除() 日本務教護(2講&) 4月-3月

広報紙づくり講座仔TA'地域) 日月、 10月(各2閉)

地域課題の解決 トイ主事長援青少年の
(子育てふれあい広場}

9月(1回)
のびのび夢ひろばじようなん

子育て講座(諜再搭 f市民参麹講座J) 5!l-11月{全5@])

社会教育関係部体連携事業 ト子Eも会Fーダー研修会 5月・3月(金2回)

子ども会育成会指導者研修会 5月(生2回)

小・中学校PTA研修講座 5!l(d、学学校校)) 
6!l(中

小・中学校PTA研究集会 81月2月(小(中学学校校)) 

人権教育啓発の推進川区内推進業 誠南区人権啓発連絡会議 4月-3月

綾南区人績を考えるつEい 7月(1@])

人権講座(指導者養成} 8月(全3沼)

人権尊護推進協議会交流会 2月(1回)

城南区人権ヒ~-""，ンライ Yシアタ} 10月(1厨)

地域レベル推進事業 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 4月-3月

小・中学校PTA人権教育研修担当者連絡会 5丹江田)

f]、.中学校PTA人権教育指導・助言 4月-3月

人権教育推進交流会 2月(1回)
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議事 (4)その他

平成26年度域南市民センター予算肉訳(案)

〈単位;千円〉

予 草草 額
区 分

25年度 26年度 比較

歳
ホール・会議室等使用料 6，309 5，089 ム1，220

入 自動販売機等設費料 1，242 1，239 ム3

dEbコ、 言十 ア，551 6，328 ム1，223

〈単位;千円〉

予 算 客員

区 分
25年度 26年度 比較

管理
管理委託費 74，625 75，6ア4 1，049 

運営費
間喜醤館喜善 6，662 6，853 191 

歳
言十 81，287 82，527 1，240 

主催 市民講座等 3，370 3，024 ム346

事業費
人権啓発連絡会議 ア83 ア44 ム39

出
PTA研修費 424 36ア ム57

計 4，5アア 4，135 ム442

施設繋備費 187，295 29，710 ム15ア，585

4E2コh 言十 273，159 116，372 ム156，787
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平成25年産城南市民センター手1)用状況 (平即時4月~平即時1.Fl ) 
各年皮肉期間比較

1部屋男IJ利用状況
(単位=件数件・人数人・利用回数回)

1&分 ホール 視聴覚蜜 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
昔十

{定員) (5日日) (昔日) (40) (36) (90) (42) ( 16) (18) ( 12) 

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

--欄踊幽幽唱曲圃喧圃喧幽』 同--骨咽F帽再岡田F四回目 岨世幽】恒幽ーーー開帽開 同開曹四回骨量皿・掴.- 岨曲ーー---押町柳骨 -'・ー・田島鴨邑幅幽骨量 世--司胃情情冒帽帽副帽 』ーー，ーー・戸ーーー・ー『戸 ー司障問閉幽幽園出凶幽--
人数 19，356 7，583 6，336 4，773 7，421 6，517 4，004 2，250 1，893 60，133 

年 --回開園田園冒園田・m 幽圃幽M 曲M 幽出血晶ーー』 ー---開胃骨伺胃聞醐睡 幽--帽ーー帽--四幅ー -・岨・・・首幽岨幽幽幽幽】 ー『時--骨骨骨骨'骨 --醐岨帽幽圃困幽幽幽 ーーー明帽帽開聞----ι 出血‘-幽--ー回同再開.-時-_.岨帽幽圃値』回』戸国『

度 利用館教 454 315 523 417 238 371 488 383 460 3，649 偲欄間開園田圃睡園---ー--岨--剖】困恒同制， --同伺咽周帽曹司岨岨回 -阿国旬開『開明胃帽胃.ー・幽幽幽幽幽幽幽-.・ー ー司ー司亭噌明朝開鴨間関帽 圃圃圃晶・ーーーーーーーー戸 ー『回四百島冊副骨'幽h・幽 ー-】-_.圃胃咽.-胃胃情 回岨帽幽幽--ーー』ー『目
事j湾率 53.9覧 37.4百 62.日目 49.5出 28.2覧 44.0首 57.9出 45.4百 54.6弛 48.1出

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

----ー幽・・・掛恒輔h 腸--但-情柏戸『同F 同均圃 開帽帽目帽胴圃幽嗣副世世 ー同開時噛同同嗣田・田園幽 園圃岨幽喧崎両司ー晴『再開亭 甲骨'冊目園----・H 幽世世阿世姐・--_-_帽 同胃同園圃且圃幽出勘h 世『町甲骨骨骨相司司甲司司戸伺 “-曲ーー-ーー明回目岡田
人数 19，847 7，119 6，921 5，089 8，533 6，667 4，082 2，069 1，922 62，249 

年
利用図劃

ー・ーー・・悼悼h 同世且-崎助制勘助胸同情伺桐明朝 四四割圃醐圃幽幽且且出』 開四回目胃---世邑幽圃 M 且崎圃峠『噂樹園骨『同時胃 司圃椅司-晴樹・・凶岨幽嗣 】幽-------胃帯 明明ー---_-号明開閉幽幽 ーー-ーー同情桐開欄間胃腸l

度 441 290 531 430 325 445 515 375 460 

~~ä~~1 圃陣睡園幽--尚尚抽同幽噌 同情劇崎帽軸冊帽弔問四百四 幽出掛幽幽幽幽幽幽M 回4 障問間四回帽帽.圃圃-幽 #圃峰崎島司喧柑噛由曹司帽帽帽四 帽同開閉同四国幽幽困幽
神 M恒旬------明開 ーーーーー圃幽幽幽同幽『 相柏田開閉弔問F 再開園出

利用率 52，2出 33.2首 61.1百 49.6% 37.3目 51.3% 59.2世 43.1出 53向。覧

件数 269 213 484 337 189 301 441 253 310 
幽ー・ーー同町嗣同州帽幽崎 同幅削悼--弔問串田町田 岨・b幽国凶同国』“圃働同-回胃園田・ー帽幽幽園出品世 ー国幽--峰骨『骨悼骨帽 『再開'・幽世量出世世 『句噌帽明『司噂開聞欄間 ー圃岨品世且叫a崎幽匂圃恒開'----開昼間同且齢世世】

leZa明~ó~-ó-I 25 人数 21，075 7，655 6，952 6，344 8，155 6，456 4，330 2，098 1，945 
年

利用歯車
回世世圃・._.値削咽_.値制 帽帽--酬---開欄開嗣 幽幽世世世幽幽---昨F ーー町田・圃圃圃回---』坤『鼻咽圃暢帽司動静静軒目 ーー・ー・・勘幽幽司ー--一一一 ------個幽刷嗣同島平 ---事時帽世田園且ーーー

度 453 337 538 523 337 428 505 355 470 刷刷幽刷圃榊禅、，愉刷鞠蝉 帽柿柳明開----帽臨時幽 世幽曲晶白血血---坤--同 園間冒-_.‘--畠岬圃毎由時間 『嶋同同開-帽冊目冊目情 値観轟且圃幽a・4 曲-- 同旬開明桐明咽開幅四・ 圃幽幽姐且同断蝉#圃酬明暗--伊骨骨--帽圃圃幽幽--ー戸』胃
穂用率 61.6覧 38.9覧 62.1冒 60.3% 38.9事 49幽4鴨 58.2覧 40.9覧 54.2詰

※利用率 ・・・23年度lま利用回数 /281日(利用可能回)x 3回 (1自の利用可能回数)
※平成23年10月 13 日 -188'23-25BIこエレベ-~-工事のため、自民間利用休止

24年度iま串j周囲数 /289白(利用可能臼)x3回 (1Bの利用可能回数)
※平成25 .Fl 1)司 21 白 -30日にホール~ilñ貼欝のため、ホールのみ10臼間利用休止

25年度は利用回数 /289日(利用可能回)x3毘 (1日の利用可能回数)
※平成25月12月11日-1.Fl31日にホール外壁・照明エ事のため、ホールのみ44日筒手111'目休止

。託児室利用状況

区分 般 主催事業 計

23年度 27 f午 227 人 10 符 49 J 37 何 276 ム

24年度 24 167 8 79 30 246 

25年度I 29 185 5 75 34 260 

2間体別利用状況

区 分 公共機関 間 体 グループ・サ-')ル 主催事業 富十

24 {牛数 211 978 1，397 171 2，757 
年 -----圃・・・・ーーーーー幽ー曲 昌世情----欄帽園.圃-----骨圃 幽幽峰崎帥静肉恥朝四・問問再開閉園時岨幽 幽幽---岬回向圃瞬間四岡田m ・ー・・ ー圃圃圃幽困幽剛同蝉-----再帽伺

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

25 件数 214 967 1，470 146 2，797 
年 同晦帥嗣開閉園田晴晴榊園開閉明開園---圃 ー園田ーーーー幽幽_.・----同四回 ------圃岨量幽幽判酬制桝綱相栴 園田園・田・・ E 圃圃幽出品世幽ー叫同 -帽師同開間四回・・・・且榊嶋畠悼碑同

度 人数 9，964 31，336 17，350 6，360 65，010 

※闘再二-社会教育文化調係地域づくり団体;盃葉蘭孫団体政治蘭扇面再;宗教関係厨保

グループ・サーウル，，・趣味的z同好会，愛評会，大学調高校関係ウラブ・サークル

。平成25年度創体.ijJj利用割合
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3各市民センター利用状況

jg 分 官民 博多 中央 F韓 域高 早良 西

23 件数 2，271 3，459 4，885 3，456 2，721 3，784 3，696 
年 園.園出幽幽包坤--司.-----圃岡田開 四個岨 M 幽幽叫蝉楠胃.-隅田園箇幽幽幽 圃幽由畠由色品品『同時晴『ーーー曲目ー-- 日曲岬幽由雌#曹静岡骨帯胃聞._--晶--ー -幽】】】ー句句胃--戸開冊目幽圃』 ー色畠句白血・ー・帽再弔問動曲圃勧幽』ー・・ーーー 四----闇醐幽圃・ー・ー・幽ー『ー『戸胃帽

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 - - 再 開 聞 冊 園 出 幽 圃 幽 幽 固圃輔副ーー岨 明明弔問'同輔副岨ーーーー・ー・曲--嶋 伺恒国国幅d副副M 副M岨幽』ー同ー『ー-- 事問岡田園田温圃幽凶ーーーー---- 何時開何冊樺幽樹園._-曲--ーー-甲骨 鴨骨閑且幅値幽曲曲同歯周開輔副幽幽幽 幽e幽姐晶ーー--相司事情胃帯胃静岡輔---

度 人数 59，722 98，601 158，092 117，449 62，249 104，523 106，835 

25 件数 2，489 3，739 4，968 3，853 2，797 3，835 3，653 
年 ー-_.曲幽--帽再開明押胃曙胃帽鴨居幽 岨曲曲曲-噌刷司『司明帽用問・・・・岨 ー・且】幽品--再開明._-岨皿幽幽幽-圃凶 幽ーー』申戸戸再陣開胆静岡骨骨.-幽圃- ー-_.咽再開帽明開閉四四剛幽幽幽幽幽 副M 且ー.棒-司明暗唱_.ゆ幽----白開『 --- -幽幽幽幽出幽凶困』ーー----

度 人数 68，605 103，337 151，924 128，073 65，010 112，127 95，662 

※博多 エ事のため H23.12.26-12.27臨時休館
※中央 舞台装震改修工事のため 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ホール利沼を休止
※滅商 工事のため H23.10.13-1O.18・23-25臨時休館。 H25.1.21-30ホール利用休止。H25.12.11-H26.1.31ホール利用休止
※箇 舞台装鷺改修工事のため 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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