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令和３年度 公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団事業報告 

 

 当財団は、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、開放教室及

び梅林アスレチックスポーツ公園の合計９施設の管理・運営を行い、市民への文化及び

スポーツの振興に係る以下の事業を実施した。 

 

1 事業の概要 

(1)  文化振興に関する事業においては、歴史、資格取得、芸術、語学、料理等の 81 件

の講座を開催し延べ 4,645 人の受講者があった。誰でも気軽に立ち寄り、見たり聞

いたりすることができるイベント等は 31 件、延べ 3,020 人の参加があった。 

また、主催講座受講生作品や調査研究等の展示事業は 14 件、延べ 6,395 人の観覧

者があった。 

例年いきいき情報センター及び文化ふれあい館で開催されている自主サークル等

による展示やイベント等は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、文化ふれ

あい館での展示のみ 1 件、延べ 1,169 人の参加となった。 

(2)  スポーツ振興に関する事業においては、軽スポーツやレクリエーションを通して健

康増進や仲間づくりを促進するため、ピラティス、エアロビクス、ヨガ等の講座や巡

回ラジオ体操等 23 事業、延べ 4,791 人の参加があった。 

(3)  新型コロナウイルス感染症拡大により、施設の臨時休館（休園）や利用者の人数及

び利用種目の制限を行ったことから、令和 3 年度に実施する予定だった講座、イベン

ト、コンサート等、107 件の事業を中止した。特にいきいき情報センターは新型コロ

ナウイルスワクチン接種会場となり、主催事業等を中止せざるを得なかった。 

 

2 個別的事業内容等 

〔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 

① 講座等の開催（文化・スポーツ） 

男女共同参画推進センタールミナスは、性別に関係なく、一人一人の能力を発

揮し、生活を豊かにするための機会を提供し、それぞれの自立支援と福祉の増進

を総合的に行い、男女共同参画社会の形成を図る事を目的とした施設である事か

ら、月間活動として、「男女共同参画週間（6 月）」には推進啓発とパネル展示、
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「女性に対する暴力をなくす運動（11 月）」にはパープルリボン啓発活動とパネ

ル展示を行い、3,264 人の来館があった。 

男女共同参画セミナーや、子育て支援や再就職支援のための資格取得講座等、

26 事業を開催、延べ 2,306 人の参加があった。そのうち、男女共同参画セミナ

ーについては「子育てと働く環境」「障害を持つ女性が抱える課題を理解する」

「LGBT の存在をもっと身近に」の３講座を実施し、８０人の参加があった。 

また、29 年度 4 月より DV（配偶者からの暴力）等に悩む人を対象に、女性相

談員による面接相談を開始し、１件の相談を受けた。 

講座等の開催にあたっては、ホームページからの発信、毎月他市近隣施設へポ

スター掲示・チラシ配架依頼、地域情報誌や新聞・メディア等へ情報発信し、積

極的に周知・PR を行った。また、男性の家事参画として「男性の家事参画応援‼

男の自慢料理」「男性の家事参画応援‼イキな男の魚のさばき方」「男性歓迎︕

しあわせクッキング〜3 種のスパイスカレー作り」や資格取得・再就職支援につ

ながる「医療事務講座・歯科コース」「女性のための再就職セミナー」、女性の

起業・副業応援︕では、「ブログの書き方・写メのコツ!セミナー」「ネットショ

ップ開設準備セミナー」「売上アップのための動画制作&YouTube 活用セミナー」

の SNS に関する 3 講座を開催した。昨今の健康志向に伴い、「ピラティス」「ゆ

る体操」「タイ式ヨガルーシーダットン」「筋力アップ・トレーニング」「やさ

しいヨガ＆ストレッチ」を開講し、健康増進を目的とした「薬膳料理〜家族のた

めの養生」を季節ごとに開催した。 

② イベントの開催 

利用者の活動成果の発表や団体同士の交流、活動の活性化を目的として開催

した「ルミナス感謝Weeks」では、3月1日（火）から３月19日（土）まで、パ

ネル展・書道展及び無料体験会を行った。3月6日（日）は、感謝イベントとし

て、講演会「みんなで『ジェンダー』を考える‼」と朗読会「〜みんなちがっ

て、みんないい〜」を開催し、ロビーでは登録団体の活動紹介映像を上映し

た。期間中1,060人の来館があった。 

また、開催準備にあたっては、登録団体、人権政策課職員、ルミナス職員に

よる代表者会議で話し合いを重ね、協力し合いながら、イベントへの積極的参

加や市民参加の呼びかけ等について協議し、併せて活動の活性化を図った。 
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(2) いきいき情報センター事業 

① 講座等の開催（文化・スポーツ） 

いきいき情報センターは、文化に関する広範な情報の提供と交流の促進、生

涯学習の普及振興、市民の健康づくりの推進、高齢者福祉の増進、NPO・ボラ

ンティア等市民活動の推進及び使用者の利便を図り、市民の福祉の向上に寄与

することを目的とした施設であることから、文化活動、生涯学習の場として例

年幅広い種類の講座を実施している。令和3年度は、ワクチン接種会場としての

利用のため、主催講座の開講場所をプラム・カルコア太宰府とし、韓国語８講

座（途中中止）、英会話7講座、中国語3講座、イタリア語の語学講座や茶道な

どの文化・生涯学習講座、ダンス・ヨガなどのスポーツ・健康教室の一環とし

て32事業を開講し延べ4,236人の参加者があった。 

② イベント等の開催 

来館者への感謝のイベントとして例年開催しているフロアコンサートは、今

年度は中止となった。 

２階フロアのイベント広場・市民ギャラリーの２箇所に展示コーナーを設

け、主催講座の受講生による作品展示1件（プラム・カルコアにて開催）、市 

関連・サークルや団体の作品展示等6件を行った。 

③ 団体・人材情報の提供 

市民への生涯学習の手助けをするための事業として、スポーツ・趣味などの

活動をしているサークルや指導者の情報を登録してもらい、これから始めよう

とする人に情報を提供している。登録数は、202団体で77人に情報の提供を行

った。人材登録者は、37人で新規登録はなかった。 

また、市内を始め他市町、他県の施設・観光・イベント等480件の情報を収 

集し、館内掲示板や書架を利用して119件情報提供を行った。 

 

(3) 市民図書館事業 

① 情報（資料）提供事業 

貸出しについては、登録者数24,598人、年間延べ75,892人が利用し、409,801

冊（市民一人当たり5.7冊）の個人貸出しを行った。コロナ禍において5月12日〜

5月31日、8月10日〜9月12日に臨時休館したが、8月10日〜9月12日は臨時窓口

であらかじめ予約した資料の貸出しのみを行った。また、福岡県緊急事態宣言延

長期間の6月1日〜6月20日、9月14日〜9月30日は開館し、市民がおうち時間を
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過ごせるように貸出しを行った。令和3年度からは来館者カウンターを設置した

ことで入館者を数えられるようになり、貸出しだけでなく新聞等を読む方の人数

も含めると年間延べ124,929人が図書館に訪れた。 

図書館まで足を運ぶことが難しい子どもたちや子育て世代、高齢者のために巡

回している移動図書館「すくすく号」では、全38ステーションを巡回して年間延

べ7,973人が利用し、46,393冊を貸出した。図書館、移動図書館ともに、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止に配慮しながら開館、運行し、市民の読書要求に可能

な限り対応できるように努めた。また、市内の文庫、保育所、幼稚園や小学校の

学級等209団体に23,216冊の団体貸出しを行った。 

予約（リクエスト）として、貸出し中の資料24,073件、当館にない本のご希望     

を1,024件、そのうち317件を購入、707件を他の図書館から取り寄せて貸出し

た。 

蔵書の活用を促進するために新着図書リスト等の定期刊行並びに資料の特集

事業も行った。特集では年間計画に基づいたテーマ展示のほか、「18歳は成人‼

何が変わる」「どうなる⁉ 世界情勢〜侵攻の始まり〜」、著名人の逝去等、新聞

記事とリンクした時事に関連する展示に力を入れ、多くの本が利用された。情報

の提供としては、「蕨の下ごしらえの方法」「戊辰戦争について」等のすぐに本

が渡せる問い合わせや読書相談5,174件、「御笠北高等学校のあった場所が知り

たい」「菅原道真が太宰府に来てからのカエルとの伝承はあるか」等の文献調査

が必要なレファレンス（参考調査）16件に応じた。 

② 情報（資料）収集・整理事業 

市民の生活に必要な情報を提供し、主体的な学習活動を支援するために、一般

図書や郷土資料等、新規に11,060点（一般書6,632冊、児童書2,058冊、雑誌 

2,266冊、視聴覚資料104点）の収集と整理を行い、市民の利用に供した。新規受 

け入れ資料には、新型コロナウイルス感染症対応地方創成交付金400万円と企業 

及び市民からの指定寄付31万円で購入したものと、寄贈を受けたものも含まれる。 

児童書の受入れについては、新刊書購入のほかに読み継いでいきたい基本図書

の更新（453冊）を行った。 

蔵書数は234,011点（一般書167,316冊、児童書53,561冊、雑誌6,652冊、視

聴覚資料6,482点）となった。 

臨時休館中には、利用者が本を見つけやすいように見出し板を増やし、排架を

見直した。 
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③ 交流事業の開催 

絵本の読み聞かせ等の読書活動を行っている読書ボランティア団体との情報

交換の場として文庫懇話会を実施。本の修理や書架整理等館内でのボランティア 

活動は人数制限をしたうえ 12 月より再開した。新規活動希望者のための図書館

ボランティア講座は中止したが、活動中のボランティア同士の交流会は行えた。 

主催事業の開催にあたっては、例年、読書ボランティア団体をはじめとする市

民との連携に努めており、今年度は緊急事態宣言が出されてないときはコロナ対

策を講じて行った。 

④ 読書推進事業の開催 

市民の生きがいと生涯学習の場をつくるために、体験や参加型での情報提供事

業として開催を予定していた一般向けの講座等7事業は、中止した回もあったが

延べ372人の参加があった。なかでも6月から10月にかけて行った移動図書館「す

くすく号」40周年記念事業では、多くの方から「すくすく号」に対して激励と感

謝のメッセージをいただいた。 

⑤ 子どもの読書活動推進事業の開催 

子どもの健やかな成長に資することを目的とした「第２次太宰府市子ども読書

活動推進計画」施行の4年目にあたる本年度は、子どもの発達段階に応じたおは

なし会を、コロナ対策を講じて参加人数や時間を制限して実施した。ただし、オ

ミクロン株による若年層への感染拡大も考慮し、緊急事態宣言・まん延防止等重

点措置・福岡コロナ特別警報中は中止した。 

また、4か月児健診が集団健診から個別健診となり、ブックスタートは今まで

のようにはできなかったが、今年度も子育て支援課と連携してこんにちは赤ちゃ

ん訪問時に絵本2冊と親子で本を楽しむ冊子を届けてもらい事業を継続した。た

だ、こんにちは赤ちゃん訪問時に対応できなかった対象者には、図書館で個別に

対応した。 

⑥ 学校支援事業 

今年度も授業支援図書貸出しに力を入れ、小学校71件1,080冊、中学校6件73

冊の授業支援図書を貸出した。その他の資料の提供は、学級文庫貸出し10,524冊    

（登録170学級）、個人向けとしては、全小学校内への移動図書館巡回（133回）

のほか、中学校図書室で市民図書館の蔵書を借りることができる個人貸出制度を

実施しており、5件延べ18冊が利用された。 

例年なら、学校行事としての図書館見学や職場体験などの受け入れ要請も多い
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が、今年度も図書館見学のみで、小学校2校206人を受け入れた。 

 

 

(4) 文化ふれあい館事業 

① 調査研究事業 

太宰府市民に身近な地域の歴史・文化に焦点を当て、市内に点在する石碑の調 

査など広く太宰府の文化史情報の積極的な掘り起こしに努めた。 

② 展示事業 

本事業については、「おえびすさん︕」「まるごと太宰府歴史展 2021」「第 51 

回筑紫美術協会展」「第 26 回くらしのうつりかわり展」の４展覧会を開催し、 

3,131 人の観覧者があった。 

「おえびすさん︕」は、開館 25 周年記念ならびに「国際博物館の日」記念とし 

て開催した。市内に約 30 体点在するエビス像に関して毎年の継続調査の結果や、 

令和２年度に実施した「国土交通省委託事業（無形文化財記録作成事業）調査」に 

よる最新情報をもとに、民俗行事「エビス祭」について紹介した。 

「まるごと太宰府歴史展 2021」では、特集テーマを２つ設定し「大宰府史跡指 

定 100 年」として、史跡とともに歩んできた地域の様子を取り上げた。また、「三 

条実美没後 130 年」として、ゆかりの品の展示をした。 

「第 51 回筑紫美術協会展」においては、この開催を記念した「だざいふ子ども 

絵画コンクール」を本年も開催した。「わたしが太宰府でおすすめしたいモノ」 

をテーマに、市内小学生より集まった 320 点の応募作品の展示も本展とあわせて 

行った。 

そして、本年度で 26 回目を迎えた「くらしのうつりかわり展」は、学校教育支 

援を目的のひとつとして開催しており、町の変化や生活道具のうつりかわりを紹 

介した。団体見学の受け入れにあたっては、１クラス単位での受け入れとし、一 

部については、館の学習支援ボランティアと共同して実施できた。市内小学校４ 

校 13 件、市内学童保育所 2 件、526 名の団体見学を受け入れた。 

そのほか、当館学芸、市文化財課および九州歴史資料館が相互に連携しつつ、 

大宰府史跡や太宰府の歴史に関連する情報交換・研究交流を行い、展示を開催し 

ていない時期においても、市民向けに「太宰府歴史トピック展示」を行った。 

③ 教育普及事業 

当館の太宰府地域に関する情報バンク的な機能を活かし、市民からの各種問い 
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合わせに対応し、利用者への情報提供を行った（レファレンス２件）。ホームペー 

ジについては、さまざまな館事業についてＷｅｂ上で紹介した（ホームページ  

 事業）。 

学芸員実習については、７月 28 日〜８月３日の期間のうち５日間、筑紫女学 

園大学より１名の実習生を受け入れた。 

また、学芸員の日頃の調査研究活動を市民に紹介するための手段として、財団 

広報紙「スポーツ＆カルチャー」紙面に「学芸員だより」を執筆・掲載した。（６ 

月号「市内に残る絵師たちの足跡〜えびすさま」、９月号「「片山攝三写真で見 

る冨永朝堂展」によせて」、11 月号「『九州下向記』に記された太宰府の名所」、 

１月号「調査しています︕写真に残るくらしの風景」） 

このほか、屋上および館内解説案内を随時求めに応じて実施した。 

④ 歴史・文化事業 

ア. 「25 年のあゆみパネル展」 

 開館から 25 周年を迎えた当館のこれまでの歩みを振り返り、過去の展覧

会のポスターや講座・行事の様子を写真パネルで紹介した。 

イ. 太宰府学講座 

歴史・民俗・美術・文学など多方面から太宰府に関連するテーマを選び、

外部講師を招いて実施したほか、当館学芸、市教委文化財課、市公文書館の

職員が日頃の調査研究成果の発表を行った。 

本講座を通じて、広く太宰府についての情報交換・研究交流を行い、また 

それらを市民と分かち合う場の創出を目指した。全体で 193 人が受講した。 

⑤ 生涯学習講座等の開催 

生涯学習の奨励と歴史の散歩道の中核施設としての憩いの場の提供を目的と

して多様な事業を開催した。 

また、事業展開にもさまざまな工夫を凝らすことで幅広い年齢層にアピールし、

連続講座でより多くの参加者の確保に努めた。市民の活躍する場を提供するため

知識や特技を持った講師を招くなど、歴史と文化にふれる講座・自然を活かした

講座や館の環境・設備を活かした講座等 27 事業を行い、1,059 人の参加者があ

った。 

⑥ イベント・コンサートの開催 

定期利用サークル活動成果発表の場として、多目的ホールで「ふれあい文化祭

2021」の作品展示をおこなった。 
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また、エントランスホールのグランドピアノを市民に演奏してもらう「ピアノ

リレー」を開催した。 

 

(5) 体育施設管理運営事業 

スポーツを通じて市民の健康増進を図り、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、歴史スポーツ公園硬式テニス教室に延べ 1,142 人の参加があった。

また、大佐野スポーツ公園は延べ 34,789 人、梅林アスレチックスポーツ公園は延べ

17,520 人の利用があった。 

体育センター事業として、11 月 14 日(日)に年長児を対象とした「姿勢まっすぐ〜

子どもストレッチ〜」講座を開催し、8 人の参加があった。 

 

(6) 開放管理業務 

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

要な管理を実施し、年間延べ 13,950 人の施設（貸室）利用者を受け入れた。 

 

(7) 文化スポーツ振興財団文化スポーツ振興事業 

市内にある文化とスポーツの関係団体が実施していない、財団ならではの事業であ

る「史跡のまち事業」については、「史跡のまちのラジオ体操」として、ラジオ体操

指導員による無料巡回講座を 4 回開催し、延べ 145 人の参加があった。 

1 月 29 日(土)の「史跡のまちの音楽隊」ホールコンサート、6 月 6 日(日)の「史

跡のまちのスポーツ体験」プロレス体験の 2 事業は中止した。 

 

〔収益事業〕 

(1) 自販機等事業 

ア. 各施設（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、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）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・売上手数料の入金があった。 

イ. いきいき情報センターに施設利用者用として設置されているコピー機について、

使用料の入金があった。 

ウ. 文化ふれあい館において、市教育委員会等から委託を受けた物品販売の手数料収

入があった。 
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エ. 施設利用者用に業者が設置した目的物に対し、必要に応じ使用料を徴収した結果、

いきいき情報センターにおいて携帯電話アンテナ設置使用電気料収入があった。 

 

(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、営利目的利用に関する貸与に

係る施設利用料収入があった。 

(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

合等に利用料収入があった。 

 

3 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 

効率的な管理・運営を図るため、新システムを導入した。また、当財団の契約

職員を対象に、システム操作に関する職員研修を行い、財団職員のレベルアップ

を図った。 

② 各施設の効率的な管理・運営体制の確立 

ア. 施設長会議（財団事務局と、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、文化ふれあい館の各施設長との会議）を開催し、

各施設の収入及び利用状況、事業の進捗状況、予算の執行状況など施設の管

理･運営及び新型コロナウイルス対応について協議した。 

イ. 施設管理員主任者会議（体育センター、太宰府南小学校開放教室、歴史スポ

ーツ公園、梅林アスレチックスポーツ公園の各管理員主任参加による会議）

を開催し、施設の管理・運営の改善に努めた。 

ウ. 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、

文化ふれあい館の主任を対象とした会議を開催し、情報の共有と施設の課題

解決及び主任の資質向上を図った。 

 

(2) 財団の管理・運営に関する調査、研究 

① 各施設において講座等の事業終了時にアンケート調査を実施し、市民ニーズの把

握に努めた。 

② 筑紫地区五市で構成する事業担当者会議「つくし芸術文化研究会」や「福岡県公
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立文化施設協議会」「北部九州文化ネットワーク会議」等に参加し、施設の管理・

運営や自主事業及び新型コロナウイルス感染症対策についての情報収集と意見

交換を行った。 

 

(3) 広報紙による情報提供の拡大 

各施設が実施する各種講座や教室・イベント等のＰＲを行うため、財団広報紙「ス

ポーツ＆カルチャー」を毎月１回発行し、太宰府市の広報紙「広報だざいふ」への折

り込みにより市内全世帯に配布するとともに、各施設（近隣の施設を含む）に設置す

ることで、広く市民等への周知に努めた。また、近隣他財団の広報紙や民間情報誌へ

の講座情報等掲載を行い、情報提供の拡大を行った。 
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男女共同参画推進センター  

ルミナス   
 
 
 
 

 

＜男女共同参画セミナー③＞ 
LGBT の存在をもっと身近に 

女性の起業・副業応援！ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ開設準備セミナー 

LGBT は 11 人に 1 人いるといわれていま
す。性的少数者の人が身近にいることを知
り、理解すること。お互いに認め、尊重し
合うことが大切だという事を学びました。 

WEB デザイナーの講師から、新規立ち上げ
に必要な予備知識、業態・商材にあったサ
ービス、立ち上げた後の手続きなどわかり
やすく学びました。 

医療事務講座 
歯科コース 

就職に有利な歯科 3 級医療事務技能検定
の資格取得を目指して学習し、受講者全
員が修了証を、14 人中 13 人が合格証を
取得しました。 
 

男性の家事参画応援‼ 

イキな男の魚のさばき方 

新鮮なアジを丸ごと使って下処理から２枚
おろし、3 枚おろし、柵切り、刺身の切り
身までの一連の流れを実践で学び、さばい
たものを試食しました。 
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事 業 名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

「男女共同参画週間(6月23日〜
29日)」パネル展示

6月1日〜30日 ー 844 ※月間活動として実施

「女性に対する暴力をなくす運
動(11月12日〜25日)」パープル
リボン啓発活動とパネル展示

11月1日〜30日 ー 2,420 ※月間活動として実施

図書配架 常時 ー ー

ホームページ 常時 ー ー
HPアクセス件数
9,649件

計 3,264

１．講座等

男女共同参画セミナー①
「子育てと働く環境」

6月26日(土) 23 23

男女共同参画セミナー②
「障がいを持つ女性が抱える課
題を理解する」

11月13日(土) 32 32

男女共同参画セミナー③
「LGBTの存在をもっと身近に」

1月22日(土) 25 25

夏休みにパパと作ろう!
ふわふわのお好み焼き

８月７日(土) ー ー 申込者少数のため中止

男性の家事参画応援‼
男の自慢料理

1月23日(日) 4 4

【男女共同参画推進センタールミナス事業】

【男女共同参画 1.意識づくり〜(1)情報の提供】

【男女共同参画 1.意識づくり〜(3)男性へのアプローチ】

【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】
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男女共同参画推進センタールミナス

事 業 名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

男性歓迎! しあわせクッキング
〜3種のスパイスカレー作り〜

10月16日(土) 20 20

男性歓迎!
筋力アップ・トレーニング
（通期・分納）

4月11日(日)〜3月27日(日)
月2回  日曜日

18 202

男性の家事参画応援‼
イキな男の魚のさばき方講座

10月2日(土) 6 6
コロナのため6/6開催予定を
延期開催

医療事務講座
〜歯科コース

10月20日(水)〜12月1日(水)
毎週水曜日

(全6回)
14 83

コロナのため6/2〜7/7開催
予定を延期開催

働きたいママ応援セミナー 7月15日(木) ー ー 申込者少数のため中止

女性のための再就職セミナー
「自分らしく働くために!!一緒に
準備を始めましょう!!」

1月19日(水) 11 11

福岡県福岡労働者支援事務所
との共催実施予定をハロー
ワークとの共催のセミナーに
変更

女性の起業・副業応援①
ブログ・SNS文章の書き方・写
メのコツ!セミナー

8月6日(金) 11 11

女性の起業・副業応援②
ホームページ・ネットショップ
開設準備セミナー

9月3日(金) 10 10

女性の起業・副業応援③
売上げアップのための動画制作
&YouTube活用セミナー

10月29日(金) 14 14

DV相談 毎月第２・４木曜日 1 1

【男女共同参画 2.参画促進〜(5)女性の職業能力開発の支援】

【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】
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男女共同参画推進センタールミナス

事 業 名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

みんなで『ジェンダー』を考え
る!

9月11日(土) ー ー
コロナによる臨時休館のため
中止

薬膳料理
〜家族のための梅雨養生

5月27日(木) ー ー
コロナによる臨時休館のため
中止

薬膳料理
〜家族のための夏養生

7月29日(木) 12 12

薬膳料理
〜家族のための秋養生

9月30日(木) ー ー
コロナによる臨時休館のため
中止

薬膳料理
〜家族のための冬養生

1月27日(木) 9 9

キムチと韓国家庭料理 11月17日(水) 14 14

12月4日(土) 20 20

12月11日(土) 15 15

心と体をキレイにするピラティ
ス講座(朝コース)
(通期・分納)

4月6日(火)〜3月29日(火)
毎週火曜日
(全33回)

12 312
コロナによる臨時休館のため
日程変更と回数を全38回か
ら5回減

心と体をキレイにするピラティ
ス講座(昼コース)
(通期・分納)

4月6日(火)〜3月29日(火)
毎週火曜日
(全33回)

15 358
コロナによる臨時休館のため
日程変更と回数を全38回か
ら5回減

【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】

【その他】 ①料理(食)

簡単・本格おせち料理

【その他】 ②健康・運動
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男女共同参画推進センタールミナス

事 業 名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

心と体をキレイにするピラティ
ス講座(夜コース)
(通期・分納)

4月6日(火)〜3月29日(火)
毎週火曜日
(全33回)

16 389
コロナによる臨時休館及び時
短開館のため日程変更と回数
を全38回から6回減

タイ式ヨガ・
ルーシーダットン
（通期・分納）

4月15日(木)〜3月17日(木)
第1・3・4木曜日

(全24回)
7 140

コロナによる臨時休館のため
回数を全33回から9回減

やさしいヨガ＆ストレッチ
（通期・分納）

4月11日(日)〜3月27日(日)
月2回  日曜日

(全18回)
6 94

コロナによる臨時休館のため
回数を全24回から6回減

やさしいゆる体操初級
（通期・分納）

4月7日(水)〜3月16日(水)
毎週水曜日
(全32回)

9 215
コロナによる臨時休館のため
回数を全45回から13回減

書のたのしみ
(通期・分納)

4月8日(木)〜3月24日(木)
第2・4木曜日

(全17回)
15 209

コロナによる臨時休館のため
回数を全24回から7回減

心理カウンセラーから学ぶ
７月３日・10日(土)

(全2回）
5 8

コロナのため 5/15・22開催
予定を延期開催

計 344 2,237

ルミナス感謝Weeks 3月1日(火)〜3月19日(土) ー 1,060

《感謝イベント》
講 演 会 「 み ん な で 『 ジ ェ ン
ダー』を考える‼」

3月６日(日) ー 21

《感謝イベント》
朗読会「〜みんなちがって、み
んないい〜」

3月６日(日) ー 49

計 1,130

【その他】 ④その他

【その他】 ⑤施設PR・イベント

【その他】 ③趣味・文化
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いきいき情報センター 

大人の筆ペン教室  骨盤調整★エクササイズ 

   

 
 

  

 
 

 

編み物を楽しむ（冬）  PP テープで作るかごバッグ 

   

   

女性特有の不調の軽減に役立ち、体

の調子が良くなり、楽しく受講でき

たという感想を沢山いただきまし

た。 

 

軽くて暖かいベストが出来上がり、新

しい編み方の技法を習得できて楽し

かったという感想をいただきました。 

予めカットした PP テープを使って、ボ

タン留めのバッグを作りました。 

 

年賀状や芳名帳、数字の書き方など、筆ペン

を使って美しい文字を書くコツを学びまし

た。 
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事   業   名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

【語 学】

使える英会話（初心者）
4月13日(火)〜3月22日(火)

毎週火曜日
11 183

使える英会話（入門昼）
4月13日(火)〜3月22日(火)

毎週火曜日
7 179

使える英会話（入門夜）
4月13日(火)〜3月22日(火)

毎週火曜日
12 229

使える英会話（初級昼）
4月13日(火)〜3月22日(火)

毎週火曜日
11 248

使える英会話（初級夜）
4月13日(火)〜3月22日(火)

毎週火曜日
9 177

使える英会話（中級）
4月13日(火)〜3月22日(火)

毎週火曜日
6 166

使える英会話レベルチェック
3月15日(火)
3月22日(火)

ー ー

Ｄｏｋｉ★Ｄｏｋｉ英会話
4月13日(火)〜3月22日(火)

毎週火曜日
10 226

中国語（入門コース）
4月16日(金)〜3月11日(金)

毎週金曜日
5 101

中国語（初級コース）
4月16日(金)〜3月11日(金)

毎週金曜日
7 183

中国語（中級コース）
4月16日(金)〜3月11日(金)

毎週金曜日
7 196

韓国語（入門・朝） 中止 ー ー
申込み０人
参加者少数のため中止

韓国語（入門・夜）
4月15日(木)
4月22日(木)

15 28

韓国語（初級・朝）
4月13日(火)・4月20日(火)

5月11日(火)
11 29

【いきいき情報センター事業】

１．講座等
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いきいき情報センター

事   業   名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

韓国語（初級・夜）
4月15日(木)
4月22日(木)

12 23

韓国語（基礎会話）
4月13日(火)・4月20日(火)

5月11日(火)
13 35

韓国語（中級①・朝）
4月15日(木)
4月22日(木)

8 15

韓国語（中級①・夜）
4月13日(火)・4月20日(火)

5月11日(火)
12 35

韓国語（中級②）
4月13日(火)・4月20日(火)

5月11日(火)
14 40

チャオ★イタリア語
4月6日(火)〜3月22日(火)

毎週火曜日
11 232

小計 181 2,325

【手芸・工芸】

編み物を楽しむ
5月18日(火)〜7月20日(火)

第1・3火曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

編み物を楽しむ
10月5日(火)〜12月21日(火)

第1・3火曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

編み物を楽しむ(冬）
1月18日(火)〜3月15日(火)

第1・3火曜日
7 40

ちくちく可愛い刺繍
９月13日(月)〜11月22日(月)

毎週月曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

仕覆の念珠入れ 未定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

「博多はじき」の絵付け体験 ９月頃 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

手縫いで作る革工芸 9月27日(月) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止
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いきいき情報センター

事   業   名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

華やかにお正月飾り 12月8日(水) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

華やかな糸まり
4月21日(水)〜2月16日(水)

水曜日
12 79

ナチュラルソーイング
5月19日(水)〜8月4日(水)

第1・3水曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

デコパージュ 未定 ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

コットンパールのアクセサリー 11月27日(土) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

ひょうたんランプ作り 12月頃 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

つまみ細工
5月28日(金)〜10月22日(金)

第4金曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

羊毛フェルトの小物作り
10月6日(水)〜11月17日(水)

第1・3水曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

彩り水引でつくる和風雑貨（初
夏）

７月19日(月) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

彩り水引でつくる和風雑貨
（秋・冬）

10月18日(月)
11月22日(月)

ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

博多曲げ物＊わっぱ弁当箱づく
り

10月23日(土) ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

エコなクラフト小物・バッグづ
くり

未定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

グラスコード作り 9月頃 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

ＰＰテープで作るかごバッグ
1月13日(木)
1月20日(木)

7 13

小計 26 132

19



いきいき情報センター

事   業   名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

【生 活】

グリーンの寄せ植え 5月頃 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

ハッピー・ボイストレーニング
入門 （夏）

5月〜7月予定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

ハッピー・ボイストレーニング
入門 （秋）

10月〜12月予定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

アロマ石鹸＆保湿クリーム作り
10月14日(木)
11月11日(木)

ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

手作りのアロマレシピ
5月13日(木)
6月10日(木)

ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

マジックを楽しもう︕
10月28日(木)〜12月9日(木)

第2・4木曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

前結び着付け
4月12日(月)〜3月14日(月)

第2・4月曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

タイルで作るコースター 6月26日(土) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

フレッシュグリーンの
リースつくり

12月14日(火) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

アイスコーヒーの楽しみ方 6月25日(金) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

オリジナルブレンドを作ろう 12月10日(土) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

顔ヨガ（表情筋エクササイズ） 1月27日(木） ー ー
申込み４人
参加者少数のため中止

笑いヨガ体験 未定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

超初心者のためのスマートフォ
ン  iPhone/ipad編

6月7日(月)
6月14日(月)

ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止
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いきいき情報センター

事   業   名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

超初心者のためのスマートフォ
ン
ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞ編

6月21日(月)
6月28日(月)

ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

スマートフォンの楽しみ方
11月1日(月)・15日(月)
12月6日(月)・20日(月)

ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

スマートフォンで電子決済 2月予定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

手帳活用術 未定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

季節の押し花 未定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

大人の筆ペン教室
9月13日(月)
9月27日(月)

10 10

糸かけ曼荼羅 5月22日(土) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

心とカラダのゆるめ方
〜瞑想トレーニング〜

5月24日(月)
6月14日(月)・6月28日(月)

ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

小計 10 10

【夏休み講座】

夏休み工作 ○○○を作ろう
7月24日(土)or
7月31日(土)

ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

夏休み講座 うちわの絵付け 8月予定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

夏休み手芸 8月初旬 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

ソーラープラモデル工作教室 8月7日(土) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

夏休み講座
親子で一緒にみそ作り

8月7日(土) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

親子でアイシングクッキー 8月28日(土) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

小計 0 0
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いきいき情報センター

事   業   名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

【趣味・教養の講座】

囲碁講座
4月7日(水)〜3月16日(水)

第1・3水曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

美味しい野菜の話
（見分け方）

7月予定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

いきいき茶道（表千家）初級
4月13日(火)〜3月22日(火)

第2・4火曜日
14 190

いきいき茶道（表千家）中級
4月13日(火)〜3月22日(火)

第2・4火曜日
9 129

小計 23 319

【料 理】

そば打ち〜初心者コース〜
6月8日(火)〜6月22日(火)

毎週火曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

そば打ち〜上達コース〜
9月28日(火)〜12月21日(火)

第4火曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

ゆず胡椒づくり 11月20日(土) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

みそ作り（仮） 10月か11月予定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

親子でクリスマス︕デコカップ
ケーキ

12月18日(土) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

美と健康のフルーツビネガー 7月1日(木) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

簡単︕本格ナムル作り 11月13日(土) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

人気のスイーツ作り 2月26日(土) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

コリアンクッキング 3月5日(土) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止
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いきいき情報センター

事   業   名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

カラダに美味︕オリーブオイル
とパン料理

11月12日(金) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

薬膳茶＆シロップづくり
（梅雨・夏編）

6月5日(月)
8月2日(月)

ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

薬膳茶＆シロップづくり（秋・
冬編）

10月4日(月)
11月1日(月)

ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

身体にやさしい和菓子づくり 9月24日(金) ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

小計 0 0

【書・美術】

ペーパー・スクリーン版画
4月8日(木)〜3月17日(木)

第1・3木曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

文字を楽しむ篆刻
4月6日(火)〜3月15日(火)

月2回火曜日
6 45

葦ペンスケッチ
4月9日(金)〜3月18日(金)

第1・3金曜日
13 172

体験講座 随時 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

小計 19 217

合計 259 3,003

２．スポーツ・健康講座

事   業   名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

【スポーツ・健康】

いきいきストレッチ
4月9日(金)〜3月18日(金)

毎週金曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

スロービクス
4月9日(金)〜3月18日(金)

毎週金曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

楽しくフラダンス
4月8日(木)〜3月17日(木)

第1〜3木曜日
9 117
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いきいき情報センター

事   業   名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

足もみ健康法（秋） 10月か11月予定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

エアロビクス・朝コース
4月8日(木)〜3月10日(木)

毎週木曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

エアロビクス・夜コース
4月12日(月)〜3月28日(月)

毎週月曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

ファイトエアロ・朝コース
4月12日(月)〜3月28日(月)

毎週月曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

ファイトエアロ・夜コース
4月9日(金)〜3月18日(金)

毎週金曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

免疫力アップヨガ
4月8日(木)〜3月10日(木)

毎週木曜日
13 290

骨盤調整★エクササイズ
4月13日(火)〜3月15日(火)

毎週火曜日
10 166

アシュタンガヨガ
4月8日(木)〜3月10日(木)

毎週木曜日
12 238

週末朝ヨガ
4月10日(土)〜3月12日(土)

毎週土曜日
11 275

やさしいベリーダンス
4月7日(水)〜3月9日(水)

毎週水曜日
10 147

楽しい健康吹き矢
4月7日(水)〜3月16日(水)

第1・3水曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

小計 65 1,233

【子ども向け】

バトントワリング・キッズ
4月7日(水)〜3月23日(水)

第1〜3水曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

バトントワリング・ジュニアＡ
4月7日(水)〜3月23日(水)

第1〜3水曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

バトントワリング・ジュニアＢ
4月7日(水)〜3月23日(水)

第1〜3水曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止
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いきいき情報センター

事   業   名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

プログラミングを体験しよう︕ 未定 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

わくわく子ども体操 Ａ
4月9日(金)〜3月18日(金)

第1〜3金曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

わくわく子ども体操 Ｂ
4月9日(金)〜3月18日(金)

第1〜3金曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

小計 0 0

合計 65 1,233

３．イベント

事   業   名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

【イベント・コンサート】

おもちゃ病院
4月10日(土)〜3月12日(土)

第2土曜日
ー ー

コロナワクチン接種会場のた
め中止

フロアコンサート
(定期利用団体発表会)

12月頃 ー ー
コロナワクチン接種会場のた
め中止

計 0 0
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読書推進講座 

市民図書館 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

   
   

   

   

運行４０年を迎えた移動図書館「すくす

く号」に利用者の皆さんからたくさんの

メッセージが寄せられました。 

 

図書館ボランティア交流会 

おはなしの広場 

「子ども読書の日」記念のおはなし会で、

おはなしや手あそび等を一緒に楽しみま

した。 

 

万葉の歌の講座と、太宰府の伝説の地を巡

る散策を行い、より太宰府を知ってもらい

ました。 

 

3 年ぶりの開催となり、皆さんのご意見を

お聞きでき、とても有意義な時間になり

ました。 

 

移動図書館すくすく号４０周年 
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１．交流事業

事 業 名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

文庫懇話会
8月4日（水）
2月17日（木）

20 20  2回

図書館ボランティア講座 奇数月の最終水曜日 ー ー  中止

図書館ボランティア交流会 3月17日 6 6

計 26 26

２．読書推進事業

事 業 名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

読書推進講座
11月12日（金）
11月26日（金）

30 30
2回
「太宰府歴史講座」

布の絵本の会
毎月第2・3金曜日

（8月は休み）
12 78

13回
5月、6月、9月、2月中止

朗読紫苑の会（朗読）
4月25日（日）、7月18日（日）

10月17日（日）、１月16日（日）
54 54 4回

ちょっと︕この本読んでみ
て︕︕〜読書会カフェ〜

奇数月（年6回）
7月30日（金）、11月21日（日）
1月23日（日）、3月27日（日）

10 10
4回
5月、9月中止

4月23日（金）、6月24日（木）、
11月25日（木）、2月25日（金）

6 21
ストーリーテリング講座4回
9月中止

毎月第2土曜日 73 73 プチ・ぷちぷちのおはなし14回

11月27日（土） 15 15 たそがれおはなし会1回

図書館見学等受入 12月21日（火） 2 2 見学︓1回

37 37 ワークショップ

52 52 「すくすく号」貸出183冊

計 291 372

【交流事業】

【読書推進事業】

【市民図書館事業】

読書推進後援・協力事業

移動図書館「すくすく号」
40周年記念事業

10月30日（土）
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市民図書館

事 業 名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

ブックスタート 4カ月児集団健診時 30 30
年度内集団検診中止、こんに
ちは赤ちゃん訪問時に絵本等
をお渡し、個別対応有

すくすくえほんファーストブッ
ク事業

1歳6カ月児集団健診時 ー ー 中止

赤ちゃんゆびのおはなし会 毎月第1水曜日 128 128
16回
6月、9月、2月、3月中止

いないいないばあのおはなし会
毎月第2･3･4水曜日

（第4水曜日は休館日を除く）
306 306

32回
5月、6月、8月、9月、2月
中止

太宰府おはなし会 4月24日（土） 12 12
1回
9月、2月中止

ひよこのおはなし会 毎週土曜日 149 149
25回
5月15日〜6月、8月〜9月、
1月22日〜3月5日中止

「子ども読書の日」啓発事業
 おはなしの広場

4月24日（土） 18 18

読書ボランティア講座 5月、6月、2月 ー ー 中止

おりがみ広場 7月〜8月（全3回） ー ー 中止

七夕まつり 7月17日（土） 196 196

たのしい人形劇 10月15日（金） 25 25

子どもふれあい工作教室 10月30日（土） 20 20

こどものための夏の終わりの
演奏会

9月4日（土） ー ー 中止

【子どもの読書活動推進事業】

３．子ども読書活動推進事業
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市民図書館

事 業 名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

ハロウィンおはなし会 10月30日（土） 71 71

おはなし会のクリスマス 12月18日（土） 39 39

出張おはなし会 火曜日〜金曜日 58 58
特別支援学校2回、2月中止
学童 8月中止

文庫育成講座 1月18日（火） 30 30 1回

本とあそぼう全国おはなし隊 4月（未定） ー ー 実施なし

計 1,082 1,082

４．学校支援事業

事 業 名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

学級文庫貸出し
4月22日（木）
10月19日（火）

ー ー
170クラス
10,524冊

授業支援図書貸出し 随時 ー ー
77件、1,153冊
（小学校71件、1,080冊・中
学校6件、73冊）

中学校個人貸出 随時 5 5 18冊

小中学校図書館見学・職場体験
受入

12月1日（水）、12月2日（木）
12月9日（木）

206 206
見学︓小学校2校
職場体験は申込なし

移動図書館の小学校巡回 隔週 ー ー
133回
5月12日〜5月28日、8月17
日〜9月10日運休

8月5日（木）〜8月9日（月） 2 2
図書館実習︓1回（5日間）
8月11日〜8月15日中止

11月4日（木） 18 18 出張授業︓1回

計 231 231

図書館実習等受入

【学校支援事業】
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文化ふれあい館  

太宰府市文化ふれあい館  

開館 25 周年記念特別展  

おえびすさん！ 

  

片山攝三写真で見る冨永朝堂展 

  

太宰府学講座 

幕末に攘夷派公家として京都、長州、太宰府で

活躍し、明治維新後は太政大臣となった三条実

美について、エピソードとともに人物像と歴史

的役割を明らかにしました。 

 

 

 
 

商業地域では商売繁盛を、農村地域では五穀豊穣

をもたらす神さまとして信仰されてきた「えびす

さま」と地域の人々の関わりについて、20 年間

の調査結果を紹介する展覧会を開催しました。 
 
 

太宰府にアトリエを築き、昭和期の木彫界に名を

馳せた彫刻家・冨永朝堂の作品を、写真家・片山

攝三が撮影した写真を通して紹介しました。 

 

木彫家 冨永朝堂 

「片山攝三写真で見る冨永朝堂展」観覧後、アト

リエ吐月叢を訪ねて、お話を伺いながら作品を鑑

賞し知識を深めました。 

、
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事 業 名

資料の収集・管理・保管

企画展示関連調査研究

その他の調査研究等

事 業 名

学校教育支援

学芸員実習受入

３. 展示公開事業

事 業 名 実 施 月 日 参加人数 延べ人数  備 考

太宰府市文化ふれあい館
開館25周年記念特別展
おえびすさん︕

4月1日(木)〜5月11日(火)
※コロナにより会期短縮

693 693

太宰府市内に点在する30体
のエビス像にまつわる民俗行
事「エビス祭」について、平
成11年度に開催した企画展
「拓本で綴る太宰府の恵比寿
さま」以来文化ふれあい館が
継続して実施してきた20年
間の調査成果を展示した。

【文化ふれあい館事業】

内 容

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った。また、関係施設との資料貸借等
の管理を行った。

実施する展示公開事業（おえびすさん︕、まるごと太宰府歴史展、筑紫美術協会展、く
らしのうつりかわり展）に関連して、必要な調査研究を行った。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・運営の検討等を行った。

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った。
この調査研究を通じて、展示および講座事業等の企画立案につなげるものとする。また
広報普及を目的として、ホームページの運営、屋上および館内解説等を行った。

「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った。

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
て指導に当たった。

１. 資料管理及び調査研究事業

２. 教育普及事業

内 容

資料管理事業

調査研究事業
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文化ふれあい館

事 業 名 実 施 月 日 参加人数 延べ人数  備 考

太宰府の絵師展
（場所︓展示室）
※市教育委員会主催

6月5日(土)〜7月18日(日) ー ー
※市教育委員会主催展示

太宰府通史展示
「まるごと太宰府歴史展2021」

10月1日(金)〜11月3日(水･祝)
※コロナにより会期短縮

544 544

平成24年市制施行30周年以
来、毎年実施している太宰府
市唯一の通史展示。「歴史と
みどり豊かな文化のまち」の
背景を、考古・文献・文学・
民俗等からたどる。
※市教育委員会との共催展
示・委託事業。

第51回筑紫美術協会展 11月16日(火)〜12月11日(土) 580 580

昭和45年に旧筑紫地区の美
術家により設立された筑紫美
術協会との共催展。開館当初
からの継続開催。日本画・洋
画・彫刻・工芸・書の展示。

第26回くらしのうつりかわり展 1月5日(水)〜3月13日(日) 1,314 1,314

小学校３年生社会科単元「か
わる道具とくらし」に沿った
展示。開館時の調査を通じて
学校の要望を取り入れ、地域
のボランティアからも協力を
得て、毎年開催している継続
展示。

定期利用サークル作品展
「ふれあい文化祭」

3月27日(土)〜4月18日(日) 1,169 1,169

生涯学習の場として文化ふれ
あい館を定期利用している団
体の活動成果作品展。

太宰府市文化ふれあい館
開館25周年記念
25年のあゆみパネル展

4月29日(木･祝)〜5月11日(火)
※コロナにより会期短縮

ー ー

平成8年4月26日の開館から
25周年を迎える令和3年、こ
れまでの歩みを振り返り、過
去の展覧会のポスターや講
座・行事の様子を写真パネル
で紹介した。

太宰府歴史
クイズパネル展

6月25日(金)〜7月9日(金)
※コロナにより会期短縮

ー ー

太宰府の歴史をパネルにクイ
ズ形式で出題し、遊びの要素
を取り入れながら、来館者が
楽しく歴史を学ぶ参加型の展
示。

（太宰府市民遺産展パネル展）
（場所︓多目的ホール）
※市教育委員会主催

7-9月 ー ー

※市教育委員会主催展示

片山攝三写真で見る
冨永朝堂展

10月1日(金)〜11月7日(日) ー ー

肖像写真家として名高い片山
攝三が撮影した冨永朝堂作品
写真を展示した。
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文化ふれあい館

事 業 名 実 施 月 日 参加人数 延べ人数  備 考

筑紫美術協会展同時開催
子ども絵画作品展

前期
11月11日(木)〜11月23日(火･祝)

後期
11月27日(土)〜12月10日(金)

ー ー

「わたしが太宰府でおすすめ
したいモノ」をテーマに募集
した絵画コンクールで応募が
あった320点の作品を展示し
た。

トピック展示 4-3月 ー ー

展示室入口（外左側）のス
ペースを活用し、館学芸、市
文化財課、九州歴史資料館が
輪番で行うミニ展示。展示室
が展示替え期間中も観覧でき
る。

ふれあい館のイッピン展 4-3月 ー ー

展示室入口（外右側）のス
ペースを活用し、文化ふれあ
い館の収蔵資料を紹介するミ
ニ展示。展示室が展示替え期
間中も観覧できる。

計 4,300 4,300

４．歴史文化講座事業

事 業 名 実 施 月 日 参加人数 延べ人数  備 考

【太宰府学講座】

第1回 太宰府学講座
松川博一（九州歴史資料館）
「太宰府のエビスさま」

5月15日(土) ー ー

太宰府のエビスさまは、「さ
いふまいり」の流行や門前町
の移り変わりを見守ってき
た。謎多きエビス信仰のルー
ツにせまる。
※中止

第2回 太宰府学講座
松村和
（太宰府市文化ふれあい館）
「宝満･岩屋城督 高橋鑑種の反
乱」

6月19日(土) ー ー

戦国時代、豊後大友氏の家臣
高橋鑑種が宝満・岩屋城で起
こした反乱について、周囲の
情勢を踏まえて見ていく。
※中止

第3回 太宰府学講座
重松敏彦
（太宰府市公文書館）
「平安時代における大宰府の対
外的機能について」

7月17日(土) 24 24

平安時代、日本の国際交易の
中核を担った大宰府。その対
外的機能のあり方を、当時の
貴族の日記などに拠りながら
考えた。

第4回 太宰府学講座
井上理香
（太宰府市文化ふれあい館）
「大宰府史跡指定100年〜小学4
年生の教科書で学ぶ大宰府史跡
の物語」

10月3日(日) 20 20

人口の100倍を超す観光客が
訪れる太宰府市。その魅力を
小学校ではどのように学習し
ているのか実際の教科書を
使って紹介した。
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文化ふれあい館

事 業 名 実 施 月 日 参加人数 延べ人数  備 考

第5回 太宰府学講座
重松敏彦
（太宰府市公文書館）
「古代大宰府の財政」

9月18日(土) ー ー

古代の大宰府運営は、どのよ
うな財源によって賄われて
いったかを整理し、その奈良
時代から平安時代への移り変
わりも考える。
※中止

第6回 太宰府学講座
田鍋隆男（元福岡市美術館）
「日本近代木彫史と山崎朝雲、
冨永朝堂」

10月16日(土) 17 17

明治時代になって木彫界に新
しく西洋の技法が取り入れら
れた。その過程を高村光雲、
その弟子山崎朝雲、さらにそ
の弟子冨永朝堂の作品に見
た。

第7回 太宰府学講座
内藤一成（宮内庁書陵部主任研
究官）
「三条実美とは何者か〜知られ
ざる人物像と歴史的役割〜」

11月3日(水) 47 47

京都、長州、太宰府で活躍
し、明治維新後は太政大臣と
なった三条実美について、エ
ピソードとともに人物像と歴
史的役割を明らかにした。

第8回 太宰府学講座
中島恒次郎（太宰府市教育委員
会）
「文化遺産を生かしたまちづく
り〜今、日本ではなにが起きて
いるのか〜」

11月20日(土) 10 10

大宰府跡、水城跡が史跡指定
を受けて100年の今年、これ
からの100年を考える上で、
本市、さらには日本で何が取
り組まれようとしているのか
をお話した。

第9回 太宰府学講座
沖田正大（太宰府市教育委員
会）
「太宰府市内での近年の発掘調
査結果」

12月18日(土) 13 13

太宰府市内での近年（平成
30・31年度）の発掘調査成
果について紹介があった。

第10回 太宰府学講座
藤丸阿弥（和菓子調整處 藤丸）
「初春を寿ぐ和菓子の世界」

1月15日(土) 35 35

日本の豊かな風土が育んだ歴
史や文化が息づく和菓子。初
春を寿ぐ和菓子の世界と題
し、おめでたいお菓子や天神
伝説にまつわる和菓子につい
て紹介があった。

第11回 太宰府学講座
重松敏彦
「古代大宰府の役所」

2月19日 27 27

現在、所司のひとつである蔵
司跡の発掘調査が進んでい
る。大宰府機構内にあった、
こうした所司の歴史と役割に
ついての説明があった。

計 193 193

34



文化ふれあい館

５．生涯学習事業

事 業 名 実 施 月 日 参加人数 延べ人数  備 考

こだわりの味噌づくり（春） 4月8日(木) 16 16

地元の安心、こだわり大豆や
麹を使って、無添加の合わせ
味噌を作り、おいしい食べ方
を学んだ。

ゆったり健康太極拳（春編）A
4月13日(火)〜9月28日(火)

第2・3・4火曜日
15 82

深い呼吸に併せてゆったりと
動くことで心と身体を一緒に
整えていく。年齢や体力に関
係なく幅広く楽しめ、気軽に
取り組みやすい健康運動を
行った。

ゆったり健康太極拳（春編）B
4月13日(火)〜9月28日(火)

第2・3・4火曜日
14 89

深い呼吸に併せてゆったりと
動くことで心と身体を一緒に
整えていく。年齢や体力に関
係なく幅広く楽しめ、気軽に
取り組みやすい健康運動を
行った。

ゆったり健康太極拳（秋編）A
10月12日(火)〜3月25日(火)

第2・3・4火曜日
13 214

深い呼吸に併せてゆったりと
動くことで心と身体を一緒に
整えていく。年齢や体力に関
係なく幅広く楽しめ、気軽に
取り組みやすい健康運動を
行った。

ゆったり健康太極拳（秋編）B
10月12日(火)〜3月25日(火)

第2・3・4火曜日
10 169

深い呼吸に併せてゆったりと
動くことで心と身体を一緒に
整えていく。年齢や体力に関
係なく幅広く楽しめ、気軽に
取り組みやすい健康運動を
行った。

リラクゼーションヨガ
4月14日(水)〜3月26日(水)

第2・4火曜日
10 201

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
えた。

春の里山を歩いて食べる 4月24日(土) 19 19

館を出発し、尺上池の横から
四王寺山裾の里山を通り、歴
史の散歩道から太宰府市民の
森を歩いた。自然の素晴らし
さを体感しながら春の野草や
木の芽を探し、キャンプ場で
天ぷらにして食した。

【生涯学習講座】
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文化ふれあい館

事 業 名 実 施 月 日 参加人数 延べ人数  備 考

暑い夏を乗り越える︕
冷茶のすすめ

7月29日(木) 8 8

日本茶の種類や特徴をはじ
め、水出し・氷出しなど冷茶
の美味しい淹れ方やアレンジ
の仕方を楽しく学び味わっ
た。

ドキドKIDS☆学芸員おしごと体
験

9月26日(日)・10月10日(日)
10月31日(日)・11月28日(日)

12月19日(日)
ー ー

太宰府市内の小学生を中心に
募集し、全5回のプログラム
で市の歴史・文化を知り、史
跡巡りなど実体験を通して楽
しみながら学芸員の仕事を学
ぶ。
※中止

陶器のビアグラスを作ろう︕ 5月8日(土) 16 16

小石原焼窯元の講師を迎え、
手びねりの手法でビアグラス
を作製。作品は登り窯にて焼
成した。

アロマで夏支度 ー ー
夏にあったアロマの使い方を
学ぶ。
※中止

藍染め体験 5月29日(土) ー ー

最古の染料とも言われる
『藍』を様々な絞りの技法を
用いて、全2回の工程で染め
を楽しむ。
※中止

太宰府ふれあい土器体験 ー ー

市内の発掘調査で出土した土
器に実際に触れ、洗浄作業と
割れた土器の接合を通して昔
の生活を学ぶ。
※中止

消しゴムはんこ体験 6月24日(木) 14 14

9月に開講する連続講座のプ
レ体験で、絵や文字、記号な
どの簡単なはんこを彫ること
でスタンプの楽しさを体験し
た。

梅干し＆梅しそ餅作り 6月17日(木) ー ー
太宰府市の花である「梅」に
因み梅干しを漬け込む。
※中止

〜齋藤家資料特別観覧〜
マヂカで秋圃

6月26日(土) 17 17

普段見ることのできない齋藤
秋圃の絵を間近で鑑賞し、太
宰府絵師調査員より秋圃の絵
について詳しく学んだ。

太宰府の絵師の足跡を訪ねて 7月15日(木) 10 10

太宰府天満宮周辺の絵師ゆか
りの地を巡って学芸員が解説
を行い、文書館の見学・解
説、ホテルカルティア太宰府
での見学・喫茶休憩を行っ
た。
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事 業 名 実 施 月 日 参加人数 延べ人数  備 考

こだわりのらっきょう漬け 7月1日(木) 8 8

らっきょうは平安時代から親
しまれている食物繊維が豊富
な食材で、その効能の高さか
ら「畑の薬」とも呼ばれる。
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ん
だ。

旬の野菜で
夏休み親子クッキング
※協力事業

7月24日(土) 16 16

JA筑紫ゆめ畑太宰府店の協力
で、暑い夏でも食欲がわく簡
単で美味しいメニューに親子
で楽しく挑戦した。

金さんのマシッタ︕レシピ夏
(全2回)

7月8日(木)
8月26日(木)

ー ー

食文化の相違点を学び、暑い
時期に食べたい韓国料理を作
る。
※中止

手作り発酵生活のススメ 10月28日(木) 16 16

野菜や果物を使った酵母菌の
育て方や、手軽にできる発酵
食品の楽しみ方を学び、初心
者でも簡単に起こせる「レー
ズン酵母」を作った。

脳からの美肌・腸活講座 11月25日(木) 15 15

脳科学の視点から美肌や腸活
について学び、美肌のため
の、美味しい紅茶とおやつを
味わった。

植物染体験 9月4日(土) ー ー

自然の恵みを吸収した植物の
エキスを染料とし、媒染剤の
種類によって繊細に変化する
色合いを楽しむ。
※中止

エッグポマンダー作り 10月5日(火) ー ー

よく洗って乾燥させた卵の殻
に穴を開け、好みの香りを付
けたオリジナルのポプリを詰
めて殻をデコレーションす
る。ナチュラルで優しい芳香
と愛らしい卵の形を楽しむ。
※中止

消しゴムはんこを彫る
9月16日(木)
10月21日(木)
11月18日(木)

ー ー

消しゴムはんこを初歩からス
タートし、回数を重ねて作品
を作る。オリジナルのデザイ
ンを、いろいろ発展させて楽
しむ。
※中止
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文化ふれあい館

事 業 名 実 施 月 日 参加人数 延べ人数  備 考

木彫家 冨永朝堂 10月23日(土) 10 10

「片山攝三写真でみる冨永朝
堂展」にちなみ、関連スポッ
トを学芸員と共に訪問しなが
ら作品を鑑賞し知識を深め
た。

ジビエ料理体験 10月17日(日) 14 14
脂肪が少なく栄養が豊富なジ
ビエの調理法を学んだ。

ハワイアンキルト体験 11月4日(水) 11 11

人気のハワイアンキルトの体
験講座でポシェット作った。

四王寺山史跡散策登山 11月13日(土) 10 10

ふれあい館を起点に徒歩で特
別史跡を巡り、文化財課職員
の解説で文化遺産を見学し
た。

発酵調味料づくり 11月11日(木) 13 13

アミノ酸や酵素などの栄養価
に優れた発酵調味料「醤(ひ
しお)」と「おから味噌」を
作った。

プチクリスマス料理 11月27日(土) 13 13

クリスマスに向け家庭でも作
れるフランス料理を学んだ。

ぶらり門前町 (紅葉編） 10月19日(火) 10 10

太宰府の歴史的風致形成建造
物を、詳しい解説を聞きなが
ら実際に巡った。建造物内で
梅ヶ枝餅を食し門前町の風情
を楽しんだ。

心を伝える年賀状 12月4日(土) ー ー
字手紙で年賀状を書く。
※中止

シアバターで作る保湿クリーム 12月7日(火) 13 13

全身に使えるナチュラルなシ
アバターをメインに、好みの
植物油や香りを選び、オリジ
ナルの保湿クリームを作っ
た。

こだわりの味噌づくり（冬）
12月9日(木)
12月12日(木)

32 32

地元の安心、こだわり大豆や
麹を使って、無添加の合わせ
味噌を作り、おいしい食べ方
を学んだ。

モチの文化誌《舌で味わう日
本》

1月13日(木) ー ー

日本人のソウルフード「モ
チ」について多面的な視点で
学び、調理をして試食する。
※中止
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文化ふれあい館

事 業 名 実 施 月 日 参加人数 延べ人数  備 考

クレイデコを楽しむ 2月3日(木) 15 15
桃の節句を前に、オリジナル
の彩色を施した粘土でお雛様
を作った。

ぶらり門前町 (梅花編） 2月18日(金) 8 8
観世音寺から天満宮まで、歴
史的建築物や門前の文化遺産
を歩いて巡った。

和の香りから学ぶ
塗香（ずこう）とお香作り

3月3日(木) ー ー

日本古来から愛されてきた香
りについて、その歴史や暮ら
しに生かす方法を学び、併せ
て、オリジナルの匂い袋と
コーン型のお香を作る。
※中止

金さんのマシッタ︕レシピ冬 1月27日(木) ー ー

食文化の相違点を学び、寒い
時期に食べたい韓国料理を作
る。
※中止

計 366 1,059

６．イベント・コンサート

事 業 名 実 施 月 日 参加人数 延べ人数  備 考

【イベント・コンサート】

太宰府市文化ふれあい館
開館25周年記念特別展
「おえびすさん︕」
第１回 ギャラリートーク

4月25日(日) 10 10

展覧会期間中の学芸員による
ギャラリートーク。

太宰府市文化ふれあい館
開館25周年記念特別展
「おえびすさん︕」
第２回 ギャラリートーク

5月23日(日) ー ー

展覧会期間中の学芸員による
ギャラリートーク。
※中止

まるごと太宰府歴史展2021
ギャラリートーク

10月9日(土) 8 8
展覧会会期中のギャラリー
トーク。

まるごと太宰府歴史展2021
ギャラリートーク

10月30日(土) 4 4
展覧会会期中の学芸員による
ギャラリートーク。

光のオブジェ(灯りの作品)展
※「古都の光」関連事業

9月 ー ー

灯りの作品展示。
※「古都の光」当日のみ21
時まで開館。
※中止

筑紫美術協会展同時開催
子ども絵画コンクール表彰式

11月 ー ー

筑紫美術協会展の開催記念と
して行う子ども絵画コンクー
ルの表彰式。
※中止
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文化ふれあい館

事 業 名 実 施 月 日 参加人数 延べ人数  備 考

くらしのうつりかわり展
昔遊び大会

1月10日(月・祝) 21 21

展覧会会期中、昔の遊びに着
目し、ボランティアの協力を
得て実際に昔遊びを体験し
た。

くらしのうつりかわり展
レコード鑑賞会

2月27日(日) 4 4
館所蔵の昭和期のレコードを
鑑賞した。

ピアノリレー 12月19日(日) 15 15

エントランスホールのグラン
ドピアノを市民に演奏しても
らう企画で、コロナ禍を考慮
し、無観客で実施した。

馬頭琴コンサート〜モンゴルの
草原を渡る風〜

未定 ー ー

馬頭琴の演奏と、映像でモン
ゴルの文化と風土に親しむ。
※中止

マンドリンコンサート(仮) 未定 ー ー

マンドリンの音色を楽しむ。
※中止

筑前琵琶演奏会 未定 ー ー

筑前琵琶の演奏とお話。心に
残る多様な琵琶の演奏。
※中止

(仮)古都の光 夜のひととき(夜
間開館）

未定 ー ー
古都の光の夜の音楽イベン
ト。
※中止

ピュアハートコンサート 未定 ー ー

「筑紫野市社会福祉大会」で
デビューし今年で16年目を
迎える知的障害のある６人の
音楽バンドの演奏を楽しむ。
※中止

ふれあい寄席 未定 ー ー

昔の暮らしに因んだ落語を楽
しむ。
※中止

エントランス活用事業
(逢知コンサート･ギャラリー)

随時 534 534

エントランスホールを個人や
サークルの発表の場として活
用。

計 596 596
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件　数 受　入　日 学　校　名 学　年 人　数 内　　　　　　　　容

1 1月13日（木） 太宰府市立　太宰府小学校① 3 34
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

2 1月14日（金） 太宰府市立　太宰府小学校② 3 35
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

3 1月18日（火） 太宰府市立　太宰府西小学校① 3 34
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

4 1月19日（水） 太宰府市立　太宰府小学校③ 3 34
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

5 1月20日（木） 太宰府市立　水城小学校① 3 33
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

6 1月21日（金） 太宰府市立　水城小学校② 3 33
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

7 1月25日（火） 太宰府市立　太宰府西小学校② 3 37
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

8 1月26日（水） 太宰府市立　太宰府西小学校③ 3 37
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

9 1月27日（木） 太宰府市立　水城小学校③ 3 33
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

10 1月28日（金） 太宰府市立　水城小学校④ 3 33
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

11 2月 2日（水） 太宰府市立　水城西小学校① 3 －
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科　※キャンセル

12 2月 3日（木） 太宰府市立　水城西小学校② 3 －
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科　※キャンセル

13 2月 4日（金） 太宰府市立　水城西小学校③ 3 －
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科　※キャンセル

14 2月 8日（火） 太宰府市立　水城西小学校④ 3 －
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科　※キャンセル

15 2月 9日（水） 太宰府市立　国分小学校① 3 37
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

16 2月10日（木） 太宰府市立　国分小学校② 3 40
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

17 2月15日（火） 太宰府市立　国分小学校③ 3 41
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科

18 2月22日（火） 太宰府市立　太宰府東小学校① 3 －
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科　※キャンセル

19 2月25日（金） 太宰府市立　太宰府東小学校② 3 －
「くらしのうつりかわり展」見学
社会科　※キャンセル

件　数 受　入　日 学　校　名 学　年 人　数 内　　　　　　　　容

1 1月5日(水) 太宰府市 水城第2学童保育 ― 35 「くらしのうつりかわり展」自由見学

2 1月6日(木) 太宰府市 水城第3学童保育 ― 30 「くらしのうつりかわり展」自由見学

■くらしのうつりかわり展　期間中児童教諭等見学総数 526

 R3年度
市内小学校　　　　　　　　　4校 13件 461名
市外小学校　　　　　　　　　0校 0件 　0名
自由見学　　　　　　　　　 　2校 2件  65名
合　計　　　　　　　　　　　　 2校 2件 526名

 R2年度
市内小学校　　　　　　　　　0校 0件 0名
市外小学校　　　　　　　　　0校 0件 0名
自由見学　　　　　　　　　 　2校 2件 71名
合　計　　　　　　　　　　　　 2校 2件 71名

 Ｈ31年度
市内小学校　　　　　    　　  8校 12件 838名
市外小学校　　　　　    　　   4校 　5件 450名
自由見学　　　　　　　　　　　2校 　2件 66名
合　　計　　　　　　　    　  　14校 19件 1354名

■「第26回くらしのうつりかわり展」学校利用事績

■自由見学にて対応
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体育施設管理運営事業 

 

     

  

 
 
 
 

    
 
 

   

初心者から経験者まで、専門のコーチがレベルに合せて、 

丁寧な指導でテニス教室を開催しました。 

硬式テニス教室 
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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 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

硬式テニス教室
（初級者コース）
【前期】

4月15日(木)〜12月2日(木)
毎週木曜日

15 156 全12回

硬式テニス教室
（中級者コース）
【前期】

4月21日(水)〜10月27日(水)
毎週木曜日

12 131 全12回

硬式テニス教室
（初級・中級混合コース）
【前期】

4月19日(月)〜11月8日(月)
毎週月曜日

16 176 全12回

硬式テニス教室
（初心者A・Bコース）
【前期】

4月19日(月)〜11月8日(月)
毎週月曜日

13 129 全12回

硬式テニス教室
（初級者コース）
【後期】

12月9日(木)〜3月17日(木)
毎週木曜日

14 144 全12回

硬式テニス教室
（中級者コース）
【後期】

11月17日(水)〜2月16日(水)
毎週水曜日

12 120 全12回

硬式テニス教室
（初級・中級混合コース）
【後期】

11月15日(月)〜3月14日(月)
毎週月曜日

14 156 全12回

硬式テニス教室
（初心者A・Bコース）
【後期】

11月15日(月)〜3月14日(月)
毎週月曜日

12 130 全12回

計 108 1,142

体育センター
事 業 名 実施月日 参加人数 延べ人数 備 考

姿勢まっすぐ〜子どもスト
レッチ〜

11月14日（日） 8 8 年長児

「子どもよさこい体験」 2月27日（日） ー ー
満3歳児〜年長児
※中止

【講座、教室等】

【講座、教室等】
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大佐野スポーツ公園
事 業 名 実施月日 備 考

開放管理業務 通年

施設の開錠及び施錠、清掃、
敷地内の緑地及び樹木の剪
定・除草、グラウンド整備、
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 名 実施月日 備 考

開放管理業務 通年

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、駐車場
所の確保、施設の点検及び管
理棟・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。

17,520

利用者数

34,789

利用者数
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事 業 名 実施月日 利用者数 備 考

開放教室事業 通年 13,950

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。

【開放管理業務】

太宰府南小学校開放教室
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文化スポーツ振興事業 

史跡のまちのラジオ体操 

  

 

   

   
   

 

  

市民の健康増進を目指し、ラジオ体操指導員による 
ラジオ体操無料巡回講座を開催しました。 
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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 実施月日 参加人数 備 考

史跡のまちの音楽隊
（公共ホール音楽活性化支援事業）

1月29日(土) ー 中止

史跡のまちの“生”歴史ドラマ ー 令和4年度に延期

7月24日(土) 53 五条振興会

7月26日(月) 40 松川自治区

7月27日(火) 40 東ヶ丘子ども会

11月23日(火) 12 向佐野自治区

史跡のまちのスポーツ体験 6月6日（日） ー 中止

計 145

【講座、教室等】

史跡のまちのラジオ体操
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令和３年度　施設別集計表 （単位：人）
令和３年 令和４年

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

いきいき情報センター 3,910 2,277 2,232 4,496 2,002 1,308 4,343 7,662 9,202 4,255 3,776 3,887 49,350

(内）トレーニングルーム　 2,332 808 626 2,318 638 0 2,126 2,168 2,015 1,921 2,011 2,218 19,181

男女共同参画推進センター
ルミナス

2,161 449 844 2,414 639 85 2,413 2,420 1,948 1,690 1,952 2,530 19,545

文化ふれあい館 1,645 404 447 1,610 376 0 1,566 1,774 1,444 1,725 1,176 1,334 13,501

市民図書館 13,112 4,866 9,599 13,775 5,221 5,606 14,476 11,662 10,847 11,428 11,578 12,759 124,929

南小学校開放教室 1,512 353 326 1,895 722 0 2,042 1,180 1,474 1,424 1,149 1,873 13,950

体育センター 3,427 1,217 1,062 4,016 1,027 0 4,413 3,540 2,893 3,151 3,846 4,501 33,093

歴史スポーツ公園 3,244 1,217 1,068 3,855 558 0 3,829 3,240 2,734 2,461 2,428 3,189 27,823

大佐野スポーツ公園 3,993 2,372 989 6,589 849 0 4,996 4,655 2,775 1,825 1,856 3,890 34,789

梅林ｱｽﾚﾁｯｸｽﾎﾟｰﾂ公園 2,277 956 992 1,806 591 0 2,051 2,007 1,543 1,298 1,728 2,271 17,520

計 35,281 14,111 17,559 40,456 11,985 6,999 40,129 38,140 34,860 29,257 29,489 36,234 334,500

＊平成30年度より、いきいき情報センター・図書館の算出方法を変更しています。

＊歴史スポーツ公園・梅林アスレチックスポーツ公園の一般利用者は含まず、大佐野スポーツ公園はシステム予約状況より算出しています。

＊令和3年度より図書館は自動で入出館者計上、2分の1で算出。

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5月12日～6月20日、8月10日～9月30日は全施設臨時休館・休園。（市民図書館については、6月1日～

　　6月20日、9月14日～9月30日は開館）

施 設 名 合計

(公財）太宰府市文化スポーツ振興財団管理運営受託施設利用者一覧表
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理  事 （10名） 評  議  員（5名）

監  事 （２名）

公 益 財 団 法 人   太 宰 府 市 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 財 団

役 員 及 び 評 議 員 名 簿

  藤井 泰人

      米原 峰子

      難波 寿子

      入江 政幸

      永田 昌人

役 職

理 事   神﨑  進       髙瀬 昭登

  清水 圭輔

  山浦 剛志

  藤田  彰

（令和４年３月31日現在）

氏  名

監 事

氏  名

      穂坂   卓

      松大路 秀一

      藤本 史子

監 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理   事

代表理事
副理事長

常務理事
業務執行理事

  中島 康秀

理 事

代表理事
理事長

  今泉 義文

     佐々木 美津代

タコスキッド
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令和３年度事業報告の附属明細書 

  

 令和３年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３

４条第 3 項に規定する附属明細書に記載する「事業報告の内容を補足する重要な事項」は

存在しない。 

 

                 公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団 
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