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平成３１年度 公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団事業計画
１

基本方針
第五次太宰府市総合計画（後期基本計画）や太宰府市文化芸術振興基本指針、また、
「ルネサンス宣言」行動計画などを十分に踏まえ、太宰府市、太宰府市教育委員会、
その他各種団体との連携を密にしながら、男女共同参画推進センタールミナス、いき
いき情報センター、市民図書館、文化ふれあい館、体育センター、歴史スポーツ公園、
大佐野スポーツ公園、梅林アスレチックスポーツ公園、太宰府南小学校開放教室の各
施設において管理運営業務を行います。また、指定管理を受けた施設については各々
の施設の特性を活かした事業を展開します。さらに、より一層市民への文化及びスポ
ーツの振興に寄与するため、事務局主催で文化スポーツ振興事業を展開します。
経営面においては、各施設での経費縮減を図るとともに、事業の内容精査等により
効率的で効果的な事業展開を行い、市民サービスの向上に努め、公益財団法人として
健全な運営を行います。

２

事業目的
当財団は、文化及びスポーツの振興を図るとともに、生涯学習の機会の提供及び公
共教育施設の利用拡大の推進を行い、地域社会の発展と豊かな市民生活の形成に寄与
することを目的とします。また、その目的を達成するため、定款第４条に定める次の
事業を「公益目的事業（男女共同参画推進センタールミナス事業、いきいき情報セン
ター事業、市民図書館事業、文化ふれあい館事業、体育施設管理運営事業、開放施設
事業、太宰府市文化スポーツ振興財団文化スポーツ振興事業）」及び「収益事業（自
販機等事業、営利目的貸室事業、駐車場事業）」として行います。
(1) 文化・スポーツの振興に関する事業
(2) 講座、展示及び講演会などの開催による生涯学習に関する事業
(3) 生涯学習に関する情報収集、調査研究、記録保存及び普及啓発に関する事業
(4) 地域住民と連携した地域交流に関する事業
(5) 市から受託する公共教育施設の管理運営及び利用拡大推進に関する事業
(6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
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３

事業計画

〔公益目的事業〕
(1) 男女共同参画推進センタールミナス事業（P.6〜9）
性別にかかわりなく、一人ひとりが個性と能力を発揮することができる社会をめ
ざし、その啓発のためのセミナーを始め、女性の就業・再就職のための資格講座や
相談会、さらには家庭での固定的な性別役割意識を払しょくするための男性向けの
各種講座を実施します。
その他、平成29年度から始めたDV相談事業(毎月2回)を継続するとともに、市民
の健康増進につながる講座等を実施します。
(2) いきいき情報センター事業（P.10〜18）
市民がいきいきとした生活を送るため、生涯学習を通じて社会に参加できるよう、
それぞれのニーズに合った学習・文化活動や、スポーツ・健康、コンサート等、幅
広い事業を実施します。また、市民の自主的な学習・文化活動を支援するため、自
主サークルや講師の紹介、研修室の貸出や他県・他市などの情報提供を積極的に行
います。
さらに、スタッフの接客態度に心がけると共に、安心して心地よく利用して頂ける
ように施設の改善改修を行います。
(3) 市民図書館事業（P.19〜21）
市民図書館は、生活に必要な情報や、自身を高めるための知識・教養を求める全
ての市民のために、広い分野にわたる図書館資料の収集と提供を行う機関です。
読書活動を推進する各種事業を継続開催し、また、読書相談やレファレンス（調
査研究支援）に積極的に取り組むことで多様な形での情報提供に努め、市民の生涯
にわたる学習活動を支援します。
また、第２次太宰府市子ども読書活動推進計画に基づく事業実施にあたっては、
新規に盛り込まれた取り組みに力点をおきながら、計画期間中に全ての取り組みの
目標を達成できるよう努めます。
(4) 文化ふれあい館事業（P.22〜29）
太宰府の歴史と文化にかかわる生涯学習と憩いの場を提供するとともに、学術及
び文化の発展に寄与するため、運営方針として『太宰府の歴史と文化を感じる憩い
と学びの館』を掲げています。この方針に基づき、
「 碑帖辿歴（ひじょうてんれき）
-拓本で紡ぐ史跡のかたち展」
「まるごと太宰府歴史展 2019」などの展覧会、各種講
座、イベントを関連づけながら展開し、常に来館者が太宰府の歴史を体感できるよ
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う努めるとともに、広報誌、ホームページなどを活用した積極的な広報普及活動を
行い、館の利用拡大を図ります。また、職員一人ひとりがコスト意識をもち、効果
的な運営に努めます。
(5) 体育施設管理運営事業（P.30〜31）
スポーツを通じて市民の健康維持増進を図り、スポーツの振興及び普及啓発に寄
与することを目的とし、テニス教室等のスポーツ講座やグラウンド等施設貸出を実
施します。
（対象施設

体育センター、歴史スポーツ公園、大佐野スポーツ公園、梅

林アスレチックスポーツ公園）
(6) 開放施設事業（P.32）
開放教室は、学校をはじめとする地域との連携交流の促進、公共の福祉増進を掲
げ、「太宰府市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則」に基づき、市民・行
政と連携をとりながら太宰府市が目指す市民参加型のまちづくりの一助となること
を目的に設置されており、当財団は太宰府南小学校開放教室の管理受託事業を実施
します。
(7) 太宰府市文化スポーツ振興財団文化スポーツ振興事業（P.33）
市民への文化及びスポーツの振興を更に進めるため、プラム・カルコア太宰府市
民ホールを使用した各種公演や、市内の地域や教育施設に出向いてのアウトリーチ
形式の事業の開催、市内体育施設でのスポーツ体験の催し等、当財団の管理施設以
外の施設も活用した主催事業を実施します。

〔収益事業〕
(1) 自販機等事業
ア. 施設に設置されている自動販売機について、設置業者から電気使用料・売上手
数料を徴収します。
イ. 施設利用者用に設置されているコピー機に係る使用料を徴収します。
ウ. 施設に設置されている公衆電話に係る使用料を徴収します。
エ. 他機関からの書籍や物品の販売受託に関して、販売手数料を徴収します。
オ. その他、施設利用者用に業者が設置した目的物に対し、必要に応じ使用料等を
徴収します。
(2) 営利目的貸室事業
いきいき情報センターの貸室（研修室等）について、営利目的利用に対する貸与
を実施しており、施設利用料を徴収します。
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(3) 駐車場事業
いきいき情報センターの駐車場について、施設利用者以外の駐車場利用があった
場合等に利用料を徴収します。

４

管理運営
(1) 財団組織の充実と各施設の効率的な管理・運営体制の確立
① 財団組織の充実
生涯学習社会に対応すべく、財団の組織体制の充実を図ります。
ア．職員を対象にした研修等の実施や、外部機関研修への参加を積極的に行い、
専門知識の習得も含め職員の資質向上に努めます。
イ．他の財団との積極的な交流と情報交換を図ります。
ウ．組織内の情報共有を図り、また労働環境の向上にも努めます。
② 各施設の効率的な管理・運営体制の確立
各施設の管理運営体制について、より一層充実を図ります。
ア．理事長を中心とした経営者会議を定期的に開催して財団の課題について協議
を行い、組織・事業の充実発展に努めます。
イ．施設長会議を開催することにより、各施設の情報交換等の連携を密にし、施
設の管理・運営の改善に努めます。
ウ．各施設の利用状況を把握・分析し、利用拡大に努めます。また、利用状況の
問題点を抽出することで、効率的な管理・運営に努めます。
エ．指定管理施設については、「太宰府市指定管理者制度運用ガイドライン」に
沿った運営を行います。
(2) 財団の管理・運営に関する調査、研究
財団各施設の管理・運営及び利用促進を図るための調査研究を引き続き行います。
① 各施設が実施する事業を通じ、市民ニーズの調査・研究を行います。
② 筑紫地区五市で構成する担当者会議の中で、施設の管理・運営や自主事業の企画・
実行・成果及び組織運営についての情報交換を行い、各施設の管理・運営・事業
等に活かすよう努めます。
③「公益社団法人全国公立文化施設協会」「九州公立文化施設協議会」「福岡県公
立文化施設協議会」「北部九州文化ネットワーク会議」等の主催研修会に参加し、
事業運営に関する情報の収集に努めます。
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(3) 広報紙等による情報提供の拡大
各施設の講座や教室などの参加者の募集活動や、主催イベントへの来場者誘致を
積極的に行うため、当財団が毎月発行している広報紙「スポーツ＆カルチャー」や
ホームページなどの情報媒体を最大限に活用します。さらに、他財団の広報紙や民
間情報誌への講座情報掲載、報道機関への告知等より、情報提供の拡大を図ります。
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【男女共同参画推進センタールミナス事業】

事業名
【男女共同参画

開催予定

内

容

1.意識づくり〜(1)情報の提供】

パネル展示

６月

男女共同参画週間等に合わせ、館内に関連図書

１１月

や資料等、情報を提供するコーナーを設ける。
ルミナスのホームページで、男女共同参画社会

ホームページ

常時

の実現に向けた各種事業や関連情報を紹介す
る。

【男女共同参画

1.意識づくり〜(2)家庭等における共同参画の推進】

男女共同参画セミナー①

非言語によるコミュニケーションで、職場や家

非言語コミュニケーションで 6月29日(土)

庭におけるいい人間(男女)関係づくりを学ぶセ

円滑な人間関係づくり

ミナー。

男女共同参画セミナー②

パートナー等からのDVに早く気づき、DVから

DVから子どもを守る〜お互い 11月23日(土)

自分の心と体を守るためのセミナー。

を大切にするCAP講座
男女共同参画セミナー③

LGBTやDV等の社会問題を知って理解し、お互

自分らしく、一人ひとりが輝 1月25日(土)

いを尊重し合うことを学ぶセミナー。

く社会へ
【男女共同参画

1.意識づくり〜(3)男性へのアプローチ】

夏の元気メシ! 家族みんなでス
タミナ料理

夏休みにパパと作ろう!手打ち
うどん教室

男性も参加しやすいように、夏場の疲労回復・
6月22日(土)

免疫力アップ等、体調維持に役立つスタミナ料
理を作る講座。
夏休みの親子の触れ合いを料理を通じて深め、

8月10日(土)

男性も参加しやすいように手打ちうどんにチャ
レンジする講座。
(男性の家事参加のきっかけづくり講座)

男のこだわり料理

9月14日(土)

料理経験の少ない男性向けに、家族にちょっぴ
り自慢できる料理づくりの講座。

男性歓迎〜しあわせクッキン
グ

無理なく無駄なく簡単に楽しく美味しく作るし

10月19日(土)

あわせ料理講座。
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パートナーのために作る男性
料理

夫婦円満の秘訣は美味しい食事と共同体験。日
11月９日(金)

頃の感謝の気持ちを込めてパートナーのために
料理を作る男性向け講座。

【男女共同参画

2.参画促進〜(5)女性の職業能力開発の支援】
５月8日〜７月24日 レセプトの計算等、病院における事務処理の方

医療事務講座

( 全 12 回 ) 毎 週 水 曜 法を学び、就職に有利なスキルを習得する講

〜医科コース〜

日

座。

働きたいママの就職応援セミ

就職活動の方法や面接でのコツ等を学ぶ講座。

ナー〜今からできる就職対策 7月31日(水）

(県福岡労働者支援事務所との共催)

〜
女性創業のための3つの心得セ
ミナー

専業主婦から創業した講師の体験を基に、女性

9月6日(金)

創業の心得を学ぶセミナー。
福岡県福岡労働者支援事務所と共催し、再就職

子育て女性のための再就職支
援相談会

を希望する女性の相談に、専門のコーディネー

10月18日(金)

ターが個別にアドバイスして就職につなげるた
めの支援を行う。

【男女共同参画

3.社会づくり〜(10)配偶者等からの暴力の根絶】

DV相談

毎月第2・4木曜日

パープルリボンの木を作ろう
(子ども編)

DV被害等に関する個別相談。

女性の人権を侵害する暴力を根絶する「パープ
8月3日(土)

ルリボン運動」を啓発するためのツリー(土台)
づくりに子どもたちに参画してもらう。

【男女共同参画

3.社会づくり〜(13)共生社会・人権課題の理解推進】
自分の性格・思考・行動パターンを知り、自分

自己成長のエニグラム講座

5月31日(金)

の魅力を発揮しながら、他者との人間関係を上
手に築いていく講座。

【その他】

①料理(食)

薬膳料理〜家族のための春養
生

薬膳料理〜家族のための夏養
生

中国医学の考えに基づき、心身共に健康になる

5月30日(木)

ための美味しい薬膳料理を学ぶ講座。

中国医学の考えに基づき、心身共に健康になる

7月25日(木)

ための美味しい薬膳料理を学ぶ講座。
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薬膳料理〜家族のための秋養
生

薬膳料理〜家族のための冬養
生

キムチと韓国家庭料理

中国医学の考えに基づき、心身共に健康になる

9月26日(木)

ための美味しい薬膳料理を学ぶ講座。

中国医学の考えに基づき、心身共に健康になる

1月30日(木)

ための美味しい薬膳料理を学ぶ講座。

失敗しないキムチの作り方と本場韓国の家庭料

11月13日(水)

理を学ぶ講座。
伝統を受け継ぎながらも、手軽で簡単に作れる

簡単・本格おせち料理

12月7日(土)

技と美味しく作るコツを学ぶアレンジレシピの
おせち料理講座。

【その他】 ②健康・運動
インナーマッスルを鍛え、怪我の予防、強さの
「心と体をキレイにするピラ 4月2日〜3月17日
ティス」 (朝・昼・夜コース) 毎週火曜日
（通期・分納）

向上、均衡な筋肉の維持に役立ち、しなやかで
均整のとれたボディラインづくり、心と体のバ
ランス調整を目指す講座。朝コース、昼コー

(全38回)

ス、夜コースを設け、職務者や家事専業など各
世代の人たちが受講しやすいようにする。

タイ式ヨガ〜ルーシーダット 4月4日〜3月26日
ン

1・3・4木曜日

（通期・分納）

(全33回)

筋力アップ・トレーニング
（通期・分納）

やさしいヨガ＆ストレッチ
(通期・分納)

仙人体操講座。昔、山にこもって修行をしてい
た仙人が、健康管理のために行っていた体操。
呼吸法を取り入れることにより、リラックス、
リフレッシュ効果、筋力アップが見込める。

4月7日〜3月15日

誰でも手軽に筋力アップでき、全身をまんべん

月2回日曜日

なく鍛えていく。メタボ解消・引き締め・ダイ

(全24回)

エット効果も期待できる講座。

4月7日〜3月15日

ヨガのゆったりとした動きで、リラックス効果

月2回日曜日

を期待できる内容。フットマッサージなどを取

(全24回)

り入れ、全身の気の巡りを高める講座。
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体をゆるめることにより、心身の緊張を緩和さ
〜心と体のリラックス〜

4月10日〜3月18日

「やさしいゆる体操初級」

毎 週 水 曜 日 ( 全 45

（通期・分納）

回)

せ、リラックスすることができる。誰でも楽に
簡単に行え、全身のすみずみまで動かし、やれ
ばやっただけの効果が得られる体操講座。心も
体もリラックスして、より楽しく、より健康に
過ごしてもらう。

目指せ!WBK ジャズダンス
（通期・分納）

4月17日〜3月18日
1 ・ 3 水 曜 日 ( 全 22
回)

日頃使わない足の筋肉を動かし、有酸素運動に
よって脂肪を燃焼させるジャズダンス講座。運
動不足やストレスを解消し、心も体も健康にな
れる。

イキイキ♪メンズ・ジャズダ 10月9日〜3月11日 男性を対象に、ジャズダンスで運動を始める
ンス

2 ・ 4 水 曜 日 ( 全 10 きっかけづくり講座。日頃の運動不足やストレ
回)

スを解消し、心も体も健康になれる。

【その他】 ③趣味・文化

書のたのしみ〜千字文を書く
(通期・分納)

4月11日〜3月26日
2・4木曜日

実用的な楷書の練習を、古典の千字文を使って
学ぶ講座。

(全24回)

着なくなった浴衣や兵児帯等で、日差しから肌
簡単リメイク「ボレロ作り」

7月６日(土)

を守る簡単でおしゃれな「ボレロ」を作るリメ
イク講座。

着物リメイク「ロングコート
作り」

タンスに眠っている着物を、世界で一つの「ロ

11月30日(土)

ングコート」にリメイクする講座。

【その他】 ⑤施設PR・イベント
男女共同参画推進センタールミナス利用者の日
頃のサークル活動の成果を、ステージ発表や作
ルミナスフェスタ2020

品展示を行う。また飲食バザーやフリーマー

3月８日(日)

ケット、ＡＥＤやアート体験などのイベントを
実施し、広く市民の参加を図り、ルミナスのPR
を行う。
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【いきいき情報センター事業】

事
【語

業

名

開催予定

内

容

学】

使える英会話（初心者）

4月9日〜3月24日

使える英会話（入門昼）

4月9日〜3月24日

使える英会話（入門夜）

4月9日〜3月24日

使える英会話（初級昼）

4月9日〜3月24日

使える英会話（初級夜）

4月9日〜3月24日

使える英会話（中級）

4月9日〜3月24日

日常使える英会話をマスターするための初心
者コース。
日常使える英会話をマスターするための入門
コース。
日常使える英会話をマスターするための入門
コース。
日常使える英会話をマスターするための初級
コース。
日常使える英会話をマスターするための初級
コース。
日常使える英会話をマスターするための中級
コース。

使える英会話レベルチェック 3月10・17日

受講生のコースを振り分けるために行う。

Ｄｏｋｉ★Ｄｏｋｉ英会話

日本人講師による初歩から学ぶ英会話。

4月9日〜3月24日

全く初めての人対象。中国の文化や観光など
中国語（入門コース）

4月19日〜3月13日

の話を交えながら中国に興味を持ってもらい
基礎から学ぶ

中国語（初級コース）

4月19日〜3月13日

中国語（中級コース）

4月19日〜3月13日

韓国語（入門）

4月16日〜3月10日

韓国語（初級・朝）

4月18日〜3月12日

韓国語（初級・夜）

4月16日〜3月10日
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2年程度学習したことがある人対象。基礎を
しっかり学ぶ。

2年以上学習したことがある人対象。相手に
伝わる発音をさらに深く学ぶ。
初心者対象。文字･発音の体系と基礎文法を
学習する。
1年以上の経験者対象。ハングル文字の読
み、発音など基礎を固める。
1年以上の経験者対象。ハングル文字の読
み、発音など基礎を固める。

韓国語（基礎会話）

4月16日〜3月10日

韓国語（中級①・朝）

4月18日〜3月12日

韓国語（中級①・夜）

4月18日〜3月12日

韓国語（中級②・朝）

4月16日〜3月10日

韓国語（中級②・夜）

4月18日〜3月12日

やさしいイタリア語

4月9日〜3月24日

2年以上の経験者対象。基礎会話のトレーニ
ングコース。
3年以上の経験者対象。聞き取り、読解を中
心に会話のステップアップを目指す。
3年以上の経験者対象。聞き取り、読解を中
心に会話のステップアップを目指す。
4年以上の経験者対象。会話を中心に連語、
ことわざ、慣用句などを身につける。
4年以上の経験者対象。会話を中心に連語、
ことわざ、慣用句などを身につける。
イタリア人の講師に文法と会話を習いながら
イタリアの衣食住についても学ぶ。

【手芸・工芸】
カギ針の基本を習い、初夏にピッタリなベス

カギ針で編む初夏のベスト

5月14日〜7月2日

棒針で編む○○

10月1日〜12月３日 棒針の基本を習い○○を編む。

編み物を楽しむ

1月14日〜3月17日

トを編む。

カギ針や棒針を使い○○を作る。

ちくちく刺繍でタペストリーつくり ９月9日〜11月25日 刺繍の基本を習い、タぺストリーを作る。

ＰＰテープで作る大きな大き
なかごバック

水にも強い丈夫なＰＰテープを使って大きな

1月15・22日

かごバックを作る。

「おはじき」に色を付けましょう ９月５日

素焼きのおはじきに好きな色を塗ります。

牛革を使って、手縫いの特徴である強度とス

手縫いで作る革工芸

9月2日

華やかにお正月飾り

12月11日

華やかな糸まり

4月17日〜2月19日

テッチの美しさを兼ね備えた小物を作る。
プリザーブドフラワーや水引などを装飾し
て、和モダンなお正月飾りを作る。
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様々な模様を織り成す美しいまりを1年かけ
て手作りする。

簡単ナチュラルソーイング
（春から夏へ）
簡単ナチュラルソーイング
（秋から冬へ）

5月15日〜8月7日

ミシンを使って小物・洋服などを作る。

10月2日〜12月18日 ミシンを使って小物・洋服などを作る。

アクセサリーを作る

11月30日

木で作るカトラリー

11月15日

ビーズや天然石を、異素材のパーツなどを組
み合わせ、アクセサリー作りを楽しむ。
木を削ったり、磨いたりして手になじむバ
ターナイフを作る。
綿布を重ね合わせ、運針で柄を作り出す日本

刺し子の花ふきん

6月19日・7月3・17日 に古くから伝わる技法「刺し子」で花ふきん

とテーブルマットを作る。
【生

活】

美と健康のための歩き方

５月13日~３月23日

苔だま作り

5月23日

ハッピー・ボイストレーニン
グ入門

アロマ石鹸＆保湿クリーム作り

手作りのアロマレシピ

チ。
観葉植物を使って苔だまを作る。製作過程を
楽しみ、管理方法についても教えて頂く。

5月8・15・22日、
6月5・19日、

声量をアップして歌いたい曲を自由に歌える
力をつける。

7月10・17日

けん玉を楽しもう

良い姿勢・歩き方・マッサージ、ストレッ

誰もが夢中になって遊べるけん玉の、基本の

12月予定

持ち方からさまざまなレベルの技を学ぶ。

10月10日、11月14 アロマを使って石鹸と冬のお肌を守る保湿ク
日

リームを作る。

5月9日、6月13日

アロマオイルやハーブを使って、自然に優し
い日用雑貨を作ります。

知って楽しい

手相入門・昼 未定

ポピュラーな手相の見方などを楽しく学ぶ。

知って楽しい

手相入門・夜 未定

ポピュラーな手相の見方などを楽しく学ぶ。

趣味で楽しむ

タロット入

門・昼

2月頃予定

趣味として楽しむタロットを学ぶ。
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趣味で楽しむ

タロット入

2月頃予定

趣味として楽しむタロットを学ぶ。

お灸とツボ押し・朝

10月予定

東洋医学とお灸の健康法を学ぶ。

お灸とツボ押し・夜

10月予定

東洋医学とお灸の健康法を学ぶ。

未定

おもちゃ病院の先生を養成する講座

前結び着付け

4月8日〜3月23日

前結びの方法で着付けの練習をする。

浴衣を着よう

8月5日

ピカピカ、長持ち靴磨き

5月25日

門・夜

おもちゃドクター養成講座
（入門編）

帯の変わり結びを習い、浴衣を着る練習をす
る。
自宅でも」、短時間で靴を輝かせるようにな
る事を目標とした靴磨き講座
フレッシュグリーンを使ったクリスマスリー

森の香りのフレッシュリース作り 12月予定

もっとおいしいコーヒー学
アイスコーヒー編

もっとおいしいコーヒー学

ス作り
豆選びのポイント、美味しく淹れる方法など

6月29日

を基礎知識を学び。、香り高いアイスコー
ヒーを抽出する
コーヒーの挽き方、入れ方など基礎知識を学

12月14日

ぶ。
顔の筋肉をトレーニングして、柔らかい表情

顔ヨガ（表情筋エクササイズ） 11月予定

楽しい健康吹き矢

超初心者のためのスマートフォン

iPhone/ipad編

つくりと、自然なリフトアップを目指す。

4月3日〜3月18日

健康促進になるスポーツとしての吹き矢を習
得する。
スマートフォンの使い方の基本をOS別に日

6月14日

程を分けて講義する。

-13-

超初心者のためのスマートフォン

ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞ編

スマートフォンの楽しみ方〜

はじめての俳句

スマートフォンの使い方の基本をOS別に日

6月28日

程を分けて講義する。

11月18･25日

スマートフォンを使ってアプリの使い方、ま

12月2・9日

で行う。

10月8日〜12月10日 文語体で自然や四季を読む俳句を学ぶ。
季節の草花から野菜・果物まで自然の色そのままの押

季節の押し花入門

9月19日〜11月7日

し方を学び、ハガキや美しい押し花の色をいつまでも
残す花絵額を作る。

デジタル一眼レフカメラ上達 5月27日〜11月11日

マジックを楽しもう

糸紡ぎ体験&ｽﾄｰﾙ作り

糸かけ曼荼羅

一眼レフで景色、人物、イルミネーションの
撮り方などを学ぶ。
講師のテーブルマジックを見た後、簡単なマ

9月〜11月

ジックに挑戦します。

9月14・28日、
10月12日

糸車で糸を紡ぎストールを作る。
一定の決まりに従って板に打った釘に糸をか

5月20日

け出来上がる模様を楽しむ。

【夏休み講座】
夏休みの工作。物づくりの楽しさを体験す

夏休み工作 ○○○を作ろう 7月27日
夏休み講座 わくわくおもし
ろサイエンス
夏休み講座
みんな集まれ

工作教室

夏休み講座
親子でデコパージュ

る。
実験を通して科学を身近に感じ、科学の楽し

8月3日

さを知ってもらう。
おもちゃ病院の先生から学ぶ。

8月10日

小学生向けの工作教室。

8月17日

親子で雑貨を作る。

【趣味・教養の講座】
囲碁講座

4月3日〜3月18日
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初心者から有段者までの受講者で、対局など
を通して囲碁を楽しむ。

美味しい野菜の見分け方
~春野菜編〜
美味しい野菜の見分け方
~夏野菜編〜
美味しい野菜の見分け方
~秋野菜編〜
美味しい野菜の見分け方
~冬野菜編〜

美味しい野菜の見分け方を習い、日々の買い
4月22日

物に役立てる。野菜料理を習う。
※調理実習なし試食あり
美味しい野菜の見分け方を習い、日々の買い

7月予定

物に役立てる。野菜料理を習う（講義のみ試食
あり）

美味しい野菜の見分け方を習い、日々の買い
10月予定

物に役立てる。野菜料理を習う（講義のみ試食
あり）

美味しい野菜の見分け方を習い、日々の買い
1月予定

物に役立てる。野菜料理を習う（講義のみ試食
あり）

おじぎの仕方、歩き方、座り方等の立ち居振
いきいき茶道・初級（表千家） 4月9日〜3月24日

る舞いや抹茶・お菓子をいただく作法全般を
習得する。

いきいき茶道・中級（濃茶）
（表千家）
【料

濃茶をおもてなしができるレベルまで稽古す
4月9日〜3月24日

る。茶道の入門とされる薄茶を数年学んだこ
とのある人向けの講座。

理】
３回で自宅でも打てる技術やそばの事を学

そば打ち〜初心者コース〜

6月11〜25日

そば打ち〜上達コース〜

9月10日〜12月10日

ゆず胡椒づくり

11月16日

手前みそ作り

10月18日

親子でクリスマスケーキを作ろ
う

ぶ。最終日は試食する。

さらに技術を学ぶ。
我が家のゆず胡椒を作る。
安全でおいしい本物の味と肌のぬくもりを感
じさせるみそを作る。
１組で１つ、クリスマスケーキを作る(持ち

12月23日

帰り)。ケーキが焼ける間にもう１品、簡単
なお菓子を作り、試食を行う。
クッキー生地に飴を入れて溶かし、ステンド

ステンドグラスクッキー作り 2月８日

グラスのようなクッキーを作る。
見た目も美しく、美容と健康のために取り入

美と健康のフルーツビネガー 6月27日

中国料理

経験者向け。産地のそばの違いなどを感じ、

れたいフルーツビネガーを手作りする。

10月19日

家庭で簡単にできる中国料理を習う。
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人気のスイーツ作り

2月15日

コリアンクッキング

3月7日

パティシエから家庭で簡単にできる人気のス
イーツを習う。

韓国料理を学ぶ。

【書・美術】

ペーパー・スクリーン版画

4月4日〜3月19日

原案デザインを作り、色を何度も重ね合わせ
てカードや壁掛けを作る。
印材に字を刻し、課題や自分のイメージする

てん刻

4月9日〜3月17日

作品をつくる。

１１月に受講生作品展を行

なう。
葦ペンスケッチ

8月9日〜3月13日

体験講座

随時

静物、写生、暑中見舞い、年賀状に葦ペンを
使って屋外スケッチを行う。
新しい講座を開講するために、一日体験を通
して、その後につなげていくための講座。

【スポーツ・健康】
いきいきストレッチ

4月12日〜3月13日

スロービクス

4月12日〜3月13日

楽しくフラダンス

4月11日〜3月19日

体験

スロージョギング

ステップ運動

＆

青竹踏みとダンベルを使用し、自宅でもでき
るストレッチの基本を習得する｡
音楽に合わせたエクササイズ。ダンベルを使
い、筋力UPをはかる。
ハワイアンの音楽に合わせ、フラダンスの基
本ステップを習う。
ゆっくり走る「スロージョギング」を意識し

11月下旬

て、走ることを楽しむ。足腰を使い、脳と体
が元気にiなる方法を伝授。
自分でできる足もみ健康法の楽しさと大切さ

足もみ健康法

10月予定

エアロビクス・朝コース

4月11日〜3月12日

を体験する。
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リズミカルに全身を使うエクササイズ。（初
心者〜経験者向け）

エアロビクス・夜コース

4月8日〜3月23日

ファイトエアロ・朝コース

4月8日〜3月23日

ファイトエアロ・夜コース

4月12日〜3月13日

リラックス昼ヨガ

4月11日〜3月12日

リラックス夜ヨガ

4月9日〜3月17日

ハタフローヨガ

4月11日〜3月12日

週末朝ヨガ

4月20日〜3月14日

やさしいベリーダンス

4月10日〜3月11日

リズミカルに全身を使うエクササイズ。（初
心者〜経験者向け）
フットネスとキックボクシングを合わせた動
きのエクササイズ。（初心者〜経験者向け）
フットネスとキックボクシングを合わせた動
きのエクササイズ。（初心者〜経験者向け）
基本のポーズと呼吸で行うヨガ。（ゆっく
り、癒し系）
基本のポーズと呼吸で行うヨガ。（ゆっく
り、癒し系）
基本のポーズと呼吸で行うヨガ。（のびの
び、パワー系）
基本のポーズと呼吸で行うヨガ。（ゆった
り、リフレッシュ系）
基本の動き、簡単な振り付けを習う。（初心
者〜経験者）

【子ども向け】
バトントワリング・キッズ

4月3日〜3月18日

バトントワリング・ジュニア Ａ 4月3日〜3月18日

バトントワリング・ジュニア Ｂ 4月3日〜3月18日

バトンを習う。太宰府市内のイベントに出演予
定。
バトンを習う。太宰府市内のイベントに出演予
定。
バトンを習う。太宰府市内のイベントに出演予
定。

わくわく子ども体操 Ａ

4月5日〜3月27日

マット、鉄棒を用いた器械体操で、体を鍛える。

わくわく子ども体操 Ｂ

4月5日〜3月27日

マット、鉄棒を用いた器械体操で、体を鍛える。
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遊んで楽しい

工作体験教室 9月14日〜10月12日 小学生向けの工作教室

今、人気のプログラミングについて初歩の話

プログラミングを体験しよう 未定

を聞いて体験します。

【イベント・コンサート】
おもちゃ病院

4月〜3月(第2土）

フロアコンサート

未定

子どもたちの「物を大切にする心」の育成と
「資源のリサイクル」に役立てる。
日頃の利用に感謝してコンサートを行う。
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【市民図書館事業】

事業名

開催予定

内

容

【交流事業】
文庫懇話会

未定

図書館ボランティア講座

未定

図書館ボランティア交流会

未定

太宰府市子ども文庫・読書サークル連絡協議
会と今後の活動についての意見交換会。
新規でボランティアを始めようとしている人
対象の説明会。
図書館ボランティアに登録し活動をしている
人の交流会。

【読書推進事業】
読書推進講座

未定

読書推進につなげるための講座。

布の絵本の会

毎月第2・3金曜日

手作り布の絵本サークルの定例活動。

4月、７月、10月、

読書ボランティアグループの協力による大人

１月

向けの朗読会。

朗読紫苑の会（朗読）

ちょっと この本読んでみ
て

奇数月（年6回）

〜読書会カフェ〜

生涯学習講座

本の紹介や感想を語りあう読書活動推進のた
めの交流会。
さまざまな分野の資料とリンクした体験講座

未定

開催により読書推進を図る。
市内の読書ボランティア団体などが主催する

読書推進後援・協力事業

未定

読書推進事業について、要望に応じて広報な
どの援助・協力を行う。

【子どもの読書活動推進事業】
絵本を介した親子ふれあいの時間を全ての家
ブックスタート

4カ月児健診時

庭で持つことを目的とした事業。おはなしの
体験とともに絵本を贈呈。

すくすくえほんファーストブッ
ク事業

1歳6カ月児健診時
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ブックスタートを補完する事業。おはなし会を
体験し家庭での読書活動を更に推進する。

赤ちゃんゆびのおはなし会

いないいないばあのおはなし
会

１歳までの赤ちゃんを対象としたおはなし

毎月第1水曜日

会。

毎月第2･3･4水曜日
（ 第4 水曜 日 は 休 館
日を除く）

太宰府おはなし会

４月、９月、２月

ひよこのおはなし会

毎週土曜日

本とあそぼう全国訪問おはな
し隊
おりがみ広場

なし会。
読書ボランティアグループの協力によるおは
なし会。
絵本の読み聞かせを中心に、紙芝居・歌遊び
などを行う。

「子ども読書の日」啓発事業 4月

読書ボランティア講座

読書ボランティアグループの協力によるおは

子ども読書活動推進計画に基づく事業。

5月、6月、２月、３
月

文庫、ＰＴＡ、地域支援においておはなし会
等を実施するに必要な技能習得のための講
座。
講談社による本の楽しみを子どもたちに伝え

5月

るための事業。

7月25日、8月1日、 小学生の読書活動推進啓発のためのおいがみ
8月8日

工作。

七夕まつり

7月6日

七夕にちなんだ工作や劇の上演。

たのしい人形劇

7月下旬

夏休みふれあい工作教室

7月30日

福岡こども短期大学劇あそび研究会の協力に
よる人形劇。
小学生のための工作教室。
子どもたちも楽しめるオーケストラによる演

こどものための夏の終わりの
演奏会

奏会。

9月7日

協力

ひまわりオーケストラ（九州大学芸術

工学部フィルハーモニー管弦楽団有志）
ハロウィンおはなし会

未定

ハロウィンにちなんだおはなし会。

おはなし会のクリスマス

12月21日

クリスマス時期に行うおはなし会の拡大版。

出張おはなし会

火曜日〜金曜日

依頼に応じて出かけていくおはなし会。
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文庫育成講座

文庫活動に資する知識や技術を習得するため

未定（２回）

の講座。

子どもの読書活動推進研修会 未定

子どもの読書活動推進に係る研修会。

【学校支援事業】

学校巡回（小学校）

通年（学休期間を除
く）

市内７小学校の図書室を週１回巡回し、状況
に応じ図書館業務に関する提案や相談、資料
情報の提供等を行う。
市内４中学校の図書室を訪問し、状況に応じ

学校訪問（中学校）

通年（学休期間を除 図書館業務全般の援助、提案や相談、コー
く）

ナー運営や配置換え等の環境整備、資料情報
の提供等を行う。
市内７小学校、特別支援学校の希望するクラ

学級文庫貸出し

年3回程度

スに対し、準備したセット（30冊）を貸出
し、配本する。

授業支援図書貸出し

市立小中学校ともに、授業に必要な図書を要

随時

望に合わせて準備し配本する。
市立小中学校の学校司書等の研修会。情報共

学校司書等研修会

年6回程度

有とスキルアップを目的として開催する。見
学を兼ねて学校を会場にすることもある。
小学校での読書活動の充実と読書環境の定着

小学生読書リーダー養成講座 7月、8月、2月

を図るための小学生読書リーダーを養成する
講座。
学校からの依頼に応じて、見学・職場体験を

見学・職場体験受入（追加） 未定

受け入れ、児童・生徒の図書館への理解と読
書への関心を高める。
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【文化ふれあい館事業】

事

内

業 名

容

資料管理事業
太宰府関連資料・情報等の収集・整理を行うとともに、IPM(総合的有
資料の収集・管理・保管

害生物管理)手法や燻蒸薬剤の研究等、管理・保管方法の検討を行う。
また、関係施設との資料貸借等の管理を行う。

調査研究事業
本年度実施する展示公開事業（碑帖辿歴-拓本で紡ぐ史跡のかたち展、
まるごと太宰府歴史展、くらしのうつりかわり展）に関連して、必要
企画展示関連調査研究

な調査研究を行う。拓本、歴史資料、民具等の展示資料にかかる調査
研究、また市民・観光客、さらには児童・生徒への調査研究成果の還
元をはかるため、企画・運営の検討等を行う。
市民からの情報提供、レファレンス対応等について、必要に応じて調
査研究を行う。この調査研究を通じて、展示および講座事業等の企画

その他の調査研究等

立案につなげるものとする。また広報普及を目的として、太宰府市文
化ふれあい館解説シート『逢知の栞』の作成、ホームページの運営、
屋上および館内解説等を行う。

教育普及事業
「くらしのうつりかわり展」開催時における学校団体見学の受入・対
応を行い、市内外児童を対象とする地域の教育活動に寄与する。これ
学校教育支援

に関連して、学校見学に際して活動する「学習支援ボランティア（通
称

おたすけまん）」の継続的な育成支援を行う。また、「まるごと

太宰府歴史展」における学校との連携のあり方について、引き続き検
討を行う。
平成10年度以来、地域への協力・連携の趣旨から、大学の要請を承け
学芸員実習受入

て博物館学芸員実習生を受け入れている。当館学芸員をはじめ、市教
育委員会文化財課技師等と分担して指導に当たる。
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展示公開事業
太宰府に所在する史跡とそこに建立された石碑と
「碑帖辿歴-拓本で紡ぐ史跡のかた
ち」（場所

展示室）

【分野 考古・歴史・文学】

4月2日（火）〜7月
15日

（祝・月）

の関わりを探る。展示にあたっては、当館所蔵の
拓本資料を活用する。また、大宰府史跡発掘50
年（2018年）、大宰府跡指定100年（2021年）
に鑑み、大宰府史跡の紹介も行う。
古代から近現代まで、太宰府市の歴史を通史的に

太宰府通史展示
「まるごと太宰府歴史展201９」

8月３日(土)〜

紹介し、「歴史とみどり豊かな文化のまち」が形

（場所 展示室）

11月3日(日・祝)

成されていく過程をあとづける。
※市受託事業 ※市教育委員会と共催

【分野 歴史・考古・文学】

昭和45年、太宰府のアトリエで創作していた彫

共催展
「第50回筑紫美術協会展」

11月12日(火)〜

（場所 展示室・多目的ホール）

12月８日(日)

洋画・彫刻・工芸・書の作品を展示。
市民からの寄贈をもとに収集した資料の中から、

学校教育向企画展
展」
(場所

展示室・多目的ホール）

り、相互研さんと地域文化向上を目指して筑紫美
術協会が結成された。現在の会員による日本画・

【分野 現代美術】

「第24回くらしのうつりかわり

刻家冨永朝堂のもとに筑紫地区の美術家が集ま

昭和の生活道具や、古写真等の展示を行うととも
1月5日(日)〜

に、体験コーナーを併設して、くらしの様子や道

3月15日(日)

具に込められた知恵と工夫を学ぶ。会期中は市内
外の小学校の団体見学を受け入れ、学習支援ボラ

【分野 民俗】

ンティアの協力を得る。
九州歴史資料館・文化ふれあい館（学芸及び文化

太宰府歴史トピック展示
（場所 展示室入口覗きケース）

財課等）・公文書館が連携して、大宰府史跡や太

通年

宰府の歴史に関連する情報交換・研究交流を行
い、市民向けの展示を行う。
特別史跡水城跡から太宰府天満宮までを結ぶ約4

ちょ古旅♪太宰府パネル展

展示替え等による多

（場所 多目的ホール）

目的展示室閉室時等

㎞の散策路「歴史の散歩道」を、その路沿いに点
在する史跡・文化遺産のほか、隠れたスポットを
紹介し、実際に足を運びたくなるような展示を行
う。

講座事業
【太宰府学講座】
「テーマ講座」（全２回）
展覧会の会期中に、その開催内容に合わせて実施し、展示の理解を助けるもの。
「碑帖辿歴-拓本で紡ぐ史跡のかたち」「まるごと太宰府歴史展２０１９」にあわせて２回実施する予定。
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第１回
赤塚睦男（元筑紫女学園大学教
授）「太宰府と文学ｰ観世音寺の長

5月18日（土）

塚節のことなど」

「碑帖辿歴-拓本で紡ぐ史跡のかたち」「まるご
と太宰府歴史展２０１９」展覧会の会期中に、そ
の開催内容に合わせて2回実施し、展示の理解を
助けるもの。

第２回
酒井芳司（九州歴史資料館）「大

11月3日(日・祝)

宰府の九州支配の成立（仮）」
「太宰府の専門職員が語る講座」（全4回）
関係各部署の職員が、太宰府に関する日頃の調査研究の成果の一端を、市民向け講座の形で発信する。全４回のう
ち、文化財課が2回、太宰府市公文書館が１回、ふれあい館学芸が１回をそれぞれ担当する。

第１回 高橋 学（太宰府市教育
委員会文化財課）「石造物から見

9月21日（土）

た中世大宰府」

第２回 篠崎将貴（太宰府市公文
書館）「題未定」

10月19日（土）

関係各部署の職員が、太宰府に関する日頃の調査
研究の成果の一端を、市民向け講座の形で発信す
る。全４回のうち、文化財課が2回、太宰府市公
文書館が１回、ふれあい館学芸が１回をそれぞれ

第３回 城戸康利（太宰府市教育
委員会文化財課）「太宰府の文化

11月16日（土）

担当する。

遺産・文化財・市民遺産」

第４回 髙松麻美（太宰府市文化
ふれあい館）「太宰府を訪れた近

12月21日(土）

代作家ｰ漱石・虚子・節」
「トピック講座」（全３回）
古代大宰府研究の新視点として〜平成２８年度から開講した講座。平成31年度は、大宰府に関連する3つのトピック
講座を実施する。

天智天皇2（663）年の白村江戦を、当時の倭国
第１回「白村江敗戦と大宰府」重
松敏彦（文化ふれあい館）

6月15日（土）

による百済救援活動の流れの中で考察する。ま
た、この戦いが倭、大宰府に与えた影響を考え
る。
天平12（740）年に起こった広嗣の乱の経過を

ふじわらのひろつぐ

第２回「藤原広嗣の乱と大宰府」

7月20日（土）

重松敏彦（文化ふれあい館）

あとづけ、大宰府の軍事的機能との関連を考え
る。また、乱後の大宰府廃止についても検討す
る。
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弘仁14（823）年、参議兼大宰大弐小野岑守の
第３回「公営田制について」重松
敏彦（文化ふれあい館）

建議により、大宰府管内で実施された公営田制に

8月17日(土）

ついて、これまでの研究史を整理しつつ、その実
態やその後の影響などを考える。

「歴史の散歩道を歩く講座」（全２回）
文化ふれあい館が「歴史の散歩道」の中核施設としての位置づけをもつことから、当館を起点に周辺の史跡・文化遺
産を、実際に歩きながら案内解説する講座。

文化ふれあい館が「歴史の散歩道」の中核施設と
第1回「歴史の散歩道を歩く筑前国
分寺・水城編」

5月12日（日）

しての位置づけをもつことから、当館を起点に筑
前国分寺跡および水城周辺の史跡や文化遺産を訪
ね案内解説する。
文化ふれあい館が「歴史の散歩道」の中核施設と

第2回「歴史の散歩道を歩く

大宰 10月14日（祝・

府政庁・観世音寺編」

月）

しての位置づけをもつことから、当館を起点に大
宰府政庁跡および観世音寺周辺の史跡や文化遺産
を訪ね案内解説する。

「古文書学講座」（全２回）
これまでの講座受講者の要望に応えた古代古文書学講座。

第１回「出土文字資料を読み解
く」重松敏彦（文化ふれあい館）

出土文字資料には、木簡、漆紙文書、墨書土器が
1月18日（土）

ある。それぞれの特性を見極めながら、書かれた
内容を読み解いてみる。
奈良時代に最終的に完成したとされる古刹・観世

第２回「観世音寺文書を読み解
く」重松敏彦（文化ふれあい館）

2月15日（土）

音寺の関連文書を読み解きながら、近年、発掘調
査成果により飛躍的に研究が進んだ条坊制や大宰
府所司のあり方を考える。

【生涯学習講座】
4月10日〜9月25日
NOSS-ノス（前期（全12回）

（第2･4水）※8月
のみ第１・３水

リラクゼーションヨガ（前期）
（全12回）

4月10日〜9月25日
（第2･4水）※8月
のみ第１・３水

日本舞踊が持つ「和」の動きを基に、様々な日常
生活における活力維持に必要な運動を取り入れ、
バランス力の向上、脳トレ、体幹力アップに役立
てる。
疲れやストレス、女性の不調を和らげるためのリ
ラックスヨガ。月ごとのテーマに沿って、呼吸を
深めながら全身を調整し心と体のバランスを整え
る。
四王寺山裾の里山を通り、歴史の散歩道から太宰

春らんまん里山を歩いて食べる

4月20日（土）

府市民の森を歩く。春の野草や木の芽を採取し、
キャンプ場で自然そのままを天ぷらにして味わ
う。

〜気軽に始める〜陶芸（春編）

5月11日〜6月22日

電動ろくろを使って成形、素焼き、削り、釉薬か

（全4回）

（第2･4土）

け、本焼きと陶芸の一連の作業を行う。
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日本人と微生物が共存して作り上げたもので、栄
発酵調味料〜ひしお作り〜

5月14日（火）

養価、酵素、微生物、旨味、全てにおいて高品質
の調味料を作る
インテリアやギフトにもなるキャンドルサシェ

〜華やかに香るインテリア〜キャ
ンドルサシェ作り

5月21日（火）

（キャンドルの香料）を制作すると共に、キャン
ドルについての話も交えながらマイスターに学
ぶ。
自家製のハーブガーデンで収穫したフレッシュ

〜美味しく香る〜ハーブ美ネガー

5月28日（火）

ハーブを使いハーブの薬効を美味しく取り込みビ
ネガーを作る。
藍は人類最古の染料、生きた染料とも言われ、江

〜古代の技〜藍染め体験

6月1日（土）

ぷち「だざいふ学」入門編

6月２日（日）

戸時代から続く日本独自の技法で藍染を楽しむ。
歴史ある太宰府をわかりやすく学芸員が解説す
る。
市内の発掘調査で出土した土器に実際に触れ、洗

〜大発見プロジェクト〜
太宰府出土品講座

6月４日（火）

浄作業と割れた土器の接合を通して昔の生活を学
ぶ。収蔵庫の目的を知り、以前に出土した遺物に
触れ、知識を深める。
生活の中にアロマを取り入れ身近に感じてもら

身体にいいアロマ生活〜美容編〜

〜日本茶インストラクターに学ぶ
〜新茶講座
瓜の粕漬け

6月20日（木）

う。アロマの基本的な使い方とアロマでホルモン
のバランスや女性の魅力をアップする香水ジェル
を作る。
新茶を使いその歴史や種類等を学び、美味しい淹

6月29日（土）

れ方を紹介するとともに、実際にお菓子と楽し
む。

6月27日（木）

老舗酒造の指導で瓜の粕漬けを作る。酒粕の管
理・利用方法も学ぶ。
平安時代から親しまれている食材で、その効能の
高さから「畑の薬」とも呼ばれる「らっきょ

こだわりのらっきょう漬け

7月11日（木）

う」。食物繊維が豊富な講師がこだわり育てた
らっきょうを使って甘酢漬けを作り、効能や活用
方法を学ぶ。
食文化の相違点を学び、本場韓国（釜山）の味、

金さんの本格オイキムチ

7月18日(木）

オイ（キュウリ）キムチと簡単手軽な韓国料理を
作る。
草地に暮らす生き物の採集に出かけ、採ってきた

生き物探しに出かけよう

7月25日（木）

虫の仲間分け生態を探る。夏休み研究課題として
も紹介。
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旬の野菜で夏休み親子クッキング
※協力事業
子ども科学体験
〜身近な空気の実験〜

夏休みに親子で旬の野菜を使った料理に挑戦。野
7月27日(土）

菜をおいしく食べる方法を習得。※協力:JA筑紫
ゆめ畑太宰府店
小学生向き科学実験教室。基礎的な理科をわかり

7月31日（水）

やすく解説し、実験や工作を楽しみながら体験す
る。
市内発掘調査で出土した土器に実際に触れ、昔の

ドキドキKID考古楽♪たいけん

8月6日（火）

生活を学ぶ。鬼瓦の拓本体験をし、しおりを作
る。
箱カメラを作る事で歴史だけでなく、仕組みや技

箱カメラを作ってみよう

8月22日（木）

術を実感することで、モノ作りに興味関心を持た
せるきっかけとする。

フランス生まれのケークサレ〜塩
ケーキ〜

彩り香るフラワーボックス

使う材料でルックスや味もアレンジできて、簡単
9月19日（木）

で栄養満点なケークサレ。朝食やデザートにも最
適なおかずケーキをつくる。

10月5日（土）

箱いっぱいに花を敷き詰め、アレンジし、初心者
でも簡単にできる技を学ぶ。
日本舞踊が持つ「和」の動きを基に、様々な日常

NOSS-ノス（後期）（全12回）

10月9日〜3月25日

生活における活力維持に必要な運動を取り入れ、

（第２・4水曜日）

バランス力の向上、脳トレ、体幹力アップに役立
てる。
疲れやストレス、女性の不調を和らげるためのリ

リラクゼーションヨガ（後期）

10月9日〜3月25日

ラックスヨガ。月ごとのテーマに沿って、呼吸を

（全12回）

（第２・4水曜日）

深めながら全身を調整し心と体のバランスを整え
る。前期の継続として開催する。

10月12日〜11月23
陶芸（秋編）（全4回）

日（第２・4土曜
日）

電動ろくろを使って成形、素焼き、削り、釉薬か
け、本焼きと陶芸の一連の作業を行う。成形の基
本をマスター後、オリジナル作品に挑戦、小石原
焼き技法の飛び鉋体験を行う。

簡単おいしい〜出汁講座※協賛事業 10月17日（木）

福岡発祥の老舗の出汁を使用し、簡単で本格的な
調理を体験し、試食を楽しむ。
秋の市民の森を散策し、むかご、あけび、しいの

〜秋の味覚満載〜里山を歩こう

10月19日（土）

みなどの秋の味覚を味わう。またドングリクッ
キーを野外で作り食す。

和綴じ本をつくる

職人に学ぶ和菓子づくり
※協力事業

10月27日（日）

11月3日(日・祝)
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和綴じ本を仕立てる講座。麻の葉綴じまたは亀甲
綴じを行う。
和菓子の歴史、材料の種類などを学びながら季節
に合わせた上生菓子を作り、試食して楽しむ。

〜知って備える〜災害時の非常食
づくり

11月7日（木）

特殊な袋でご飯を炊いたり、災害時の非常食体験
といざという時に役立つ知識を学ぶ。
昔から家庭の薬箱の一部として愛用され、ハーブ

北欧伝統ドリンク『ハーブコー
ディアル』

の薬効を美味しく取り込むことができる北欧伝統

11月

の健康飲料「ハーブコーディアル」を作る。アレ
ンジ法と知識も学ぶ。
美しい筆文字を学びつつ自分の名前も練習し、筆

はじめての楽しい筆文字

11月26日(火）

跡心理学の講師から運気の上がる名前の書き方を
学ぶ。
中国の伝統工芸である切り絵。日本では、古くか

大人の切り絵

11月28日（木）

ら儀式の際に使われるなどしてきた。切り絵の歴
史を学びながら、カッターナイフを使って1枚の
紙から絵を作り上げる。

手作りソーセージ

こだわりの味噌づくり〜寒仕込み
〜

身体にいいアロマ生活〜インフル
エンザ対策〜

スタファーを使いソーセージ作りに挑戦する。ボ

12月5日(木）

イルし、ホットドックにして試食する。
地元の安心、こだわり大豆や麹を使って、無添加

12月12日（木）

のおいしい味噌を作る。味噌の試食をしながら、
味噌のおいしい食べ方を学ぶ。
抗ウイルス、抗菌の力や免疫力アップを手助けし

12月19日（木）

てくれる精油を使ってインフルエンザを予防する
事が出来るアロマを作る。
縁起物として親しまれてきた「だるま」を絵付け

だるま（または犬張り子）絵付け

1月19日（日）

する講座。あわせて、太宰府の縁起物についても
学ぶ。

革小物製品講座（カードケース）

1月25日（土）

本革を使ってオリジナルのカードケースを作る。
日本では、平安時代の辞書に記述があり、中国の

正月の風物詩 凧づくり

1月26日（日）

伝説に登場するほど古い歴史の凧。これらの歴史
を紹介しながら、凧づくりを通して、昔の遊びを
体験する。
地域に伝え継がれる郷土に根ざした料理や食生活

心と体にやさしい昔料理

2月22日（土）

の在り方を再発見しながら、先人の知恵や技を見
つめ直し、太宰府に伝わる料理を地域の方と連携
し作り食す。
新しい講座を開講するために一日体験講座をして

その他体験講座（謝礼金分）

つなげていくための講座。
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【イベント・コンサート】
定期利用団体作品展
「ふれあい文化祭」
〜澄み渡る音色〜チェレステ楽団
ブリヂストン吹奏楽団久留米＊吹
奏楽アンサンブル

生涯学習の場として文化ふれあい館を定期利用し

4･5月

ている団体の活動成果作品展。

4月13日（土）

6月30日（日）

8月3日（土）

光のオブジェ（灯りの作品）展

9月3日〜9月23日

「古都の光」ピアノの夕べ
（9/22は夜間開館を実施予定）

（9月22日）

9月22日（日）

定期利用団体による灯りの作品展示。

幻想的な灯りの中、ピアノソロ演奏とピアノ伴奏
でナツメロ・童謡・唱歌をみんなで一緒に歌う。
※「古都の光」関連事業

心あたたまるマリンバの音色

11月23日（土）

だざいふ子ども絵画展

11月12日(火）
〜12月８日（日）

第24回くらしのうつりかわり展
1月11日（土）

おやつ付き昔遊び大会
くらしの中の落語

アンサンブルコンサート

※「古都の光」当日のみ21時まで開館。

10月26日（土）

オープニング・イベント

全国吹奏楽団コンクール2018年金賞受賞団体の

奏。

クラシックアコーディオン

※筑紫美術協会との共催

澄み渡るうたごえと音色の感動的な出会い

筑前琵琶の演奏とお話。心に残る多様な琵琶の演

筑前琵琶演奏会

（9/22は夜間開館を実施予定）

ハーブとタブラ（インド太鼓）の夫婦ユニット。

アコーディオニストによる、クラシック、シャン
ソンを中心とした楽曲を楽しむ。
晩秋に贈るあたたかで軽やかなマリンバの楽曲を
ピアノ演奏と共に楽しむ
筑紫美術協会展にあわせて太宰府市内の小学生か
ら絵を公募し、作品展及び低・中・高学年ごとに
表彰をする。
くらしのうつりかわり展1月5日(日)〜
3月15日(日)（参加型イベント）
日本文化の一つである落語を子どもから大人まで

2月8日（土）

楽しめる噺で楽しむ

エントランス活用事業

エントランスホールを個人やサークルの発表の場

(逢知コンサート･ギャラリー)

として活用。
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【体育施設管理運営事業】
歴史スポーツ公園
事 業

名

実施予定

内

容

【講座、教室等】
硬式テニス教室
（初級者コース）【前期】
硬式テニス教室
（中級者コース）【前期】
硬式テニス教室
（初級・中級混合コース）【前期】
硬式テニス教室
（初心者A・Bコース）【前期】
硬式テニス教室
（初級者コース）【後期】
硬式テニス教室
（中級者コース）【後期】
硬式テニス教室
（初級・中級混合コース）【後期】
硬式テニス教室
（初心者A・Bコース）【後期】

4月〜9月（木）

4月〜9月（水）

4月〜9月（月）

4月〜9月（月）

10月〜3月（木）

10月〜3月（水）

10月〜3月（月）

10月〜3月（月）

初級者を対象とした硬式テニス教室を、
前期（12回）実施する。
中級者を対象とした硬式テニス教室を、
前期（12回）実施する。
初級者及び中級者を対象とした硬式テニ
ス教室を、前期（12回）実施する。
初心者を対象にレベルに合わせた硬式テ
ニス教室を、前期（12回）実施する。
初級者を対象とした硬式テニス教室を、
後期（12回）実施する。
中級者を対象とした硬式テニス教室を、
後期（12回）実施する。
初級者及び中級者を対象とした硬式テニ
ス教室を、後期（12回）実施する。
初心者を対象にレベルに合わせた硬式テ
ニス教室を、後期（12回）実施する。

体育センター
事 業

名

実施予定

内

容

【講座、教室等】
「かけっこ教室」
(小学生対象）
「かけっこ教室」
(親子対象）

小学生を対象とした「走り方」を学ぶ教
5月12日（日）

室。

1〜2年生、3〜4年生とクラスを分

けて2回開催する。
９月8日（日）
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年中、年長児を対象とし、保護者も一緒
に「走り方」を学ぶ教室。

大佐野スポーツ公園
事 業

実施予定

名

内

容

施設の開錠及び施錠、清掃、敷地内の緑
開放管理業務

地及び樹木の剪定・除草、グラウンド整

通年

備、浄化槽の点検、その他必要な管理業
務を行う。

梅林アスレチックスポーツ公園
事 業

実施予定

名

内

容

施設の管理業務受託事業として、管理棟
の開錠及び施錠、利用料の徴収・納入、
開放管理業務

駐車場所の確保、施設の点検及び管理

通年

棟・倉庫の清掃、人工芝の日常メンテナ
ンス、備品管理、AEDの管理、その他必
要な管理業務を行う。

-31-

【開放管理業務】
太宰府南小学校開放教室
事 業 名

実施予定

内

容

施設（太宰府南小学校開放教室）の管理
業務受託事業として、施設・設備等の維
開放教室事業

通年

持管理、施設使用の受付及び承認、施設
使用料の徴収及び納入、施設の清掃、そ
の他必要な管理を行う。
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【太宰府市文化スポーツ振興財団文化スポーツ振興事業】

事業名

開催予定

内

容

【講座、教室等】

史跡のまちの音楽隊
（公共ホール音楽活性化支援

若手実力演奏家による、市内教育施設等への
1月23日〜25日

出張演奏、およびプラム・カルコア市民ホー
ルにおける演奏公演を実施。（地域創造補助

事業）

史跡のまちの音楽隊
（出張演奏会）

史跡のまちの 生 歴史ドラマ

史跡のまちのラジオ体操

事業）

若手実力演奏家による市内施設等での出張演

未定

奏会を実施。

2月15日・16日

太宰府市の歴史を題材とした演劇公演を、プ

（予定）

ラム・カルコア市民ホールにて実施する。

市内ラジオ体操各会場での無料巡回教室およ

日時未定
（無料巡回教室は通年）

び、NHKテレビ・ラジオ体操指導者による
講習会を実施する。
気軽にスポーツに触れることができる体験型

史跡のまちのスポーツ体験

の催しを実施し、スポーツに親しむ機会を市

6月2日

民に提供する。※H31年度はプロレス体験を
実施。
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平成３１年度 財団行事予定
行事名等

実施予定

人事異動辞令交付式

4月

経営者会議

4・6・9・12月

内

容

人事異動に伴う辞令交付。

理事長を中心に財団全体の課題・運営につい
て協議。
各施設の収入及び利用状況、事業の進捗状

施設長会議

必要に応じて随時

況、予算の執行状況など施設の管理･運営に
ついて審議。

主任会議

5・7・11・2月

管理人主任者会議

5・7・11・2月

決算監査

5月

定時理事会

5月

定時評議員会

6月

財団全体の事業について情報共有を図り、各
施設の現状等意見交換を行う。
各施設の管理運営状況、利用者からの要望･
苦情等について協議、検討。
前年度１年間の決算監査。
事業報告及び決算の承認、評議員会の招集、
専決処分、規約改正等について審議。
事業計画、収支予算等の報告、事業報告、決
算の承認、理事の選任等。
公益４団体職員が、共に働く職員として平和

公益団体職員同和問題研修会 8月

で心豊かな人権文化の創造と、同和問題の解
決を目的に、市主催の同和問題研修会に参加
し、職員の意識向上に努める。

財団職員研修

8月

財団の現状と課題・今後の取り組みについて
学び、財団職員のレベルアップを図る。
公益団体のイメージアップ、４団体間の交

公益団体職員研修会

9月

流・連携強化、市民サービスの強化に向けて
職員全員を対象とした研修会を開催し職員の
意識・資質向上に努める。
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全国健康保険協会被保険者を対象に、職員の
職員健康診断

11月

健康管理及び健康維持のため健康診断を実
施｡
契約職員、臨時職員、パートタイマーの雇用

職員ヒアリング

12月

仕事納め式

12月

文化スポーツ振興財団「仕事納め式」

仕事始め式

1月

文化スポーツ振興財団「仕事始め式」

更新の意思確認等をヒアリング。

全国健康保険協会被保険者を対象に、健康診
職員健康相談

2月

断結果等に基づき、保健師による健康相談を
実施。

定時理事会

3月

衛生委員会

毎月

広報紙「スポーツ＆カル
チャー」発行

事業計画、予算、専決処分、規約改正等につ
いて審議。
職場における衛生活動の円滑な推進と充実を
図るために実施。
各施設が開催する講座・展示・イベント及び

毎月

自主サークルのなかま募集等の情報を発信し
ていくため、担当者会議を開催。
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