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令和４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 

太宰府市まち・ひと・しごと創生総合戦略（太宰府市まちづくりビジョン）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） 

太宰府市男女共同参画プランの 3 つの目標である、男女共同参画社会に向け

ての意識づくり、あらゆる分野における男女共同参画の促進、だれもが互いの

人権を尊重しあう社会づくりの形成のため、男女共同参画の広報啓発、女性の

職業能力開発支援、仕事と生活の調和推進、女性に対する暴力・ハラスメント

等の防止などの事業を実施します。また、人生 100 年時代を迎え、生涯を通じ

た健康づくりを支援するため食や運動による健康増進事業を実施します。 
（２）いきいき情報センター事業（Ｐ.１０〜１8） 

「いきいきとした生活」を送るための生涯学習に参加できるよう、それぞれ

のニーズに合った学習・文化活動や、スポーツ・健康講座等、子どもから大人

まで参加できる幅の広い事業を実施し、多様な選択が可能になるよう、土・日

や夜間講座の充実を図ります。 

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。 

令和4年度も、保育士による未就学児対象の「あそびの広場」（毎月1回）を

継続して行い、子育て世代へ周知し利用へ繋がるように努めます。 

（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

るすべての市民のために、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。 

新型コロナウイルス感染拡大による「新しい生活様式」の中でも市民の読書

活動の場として可能なかぎり事業を継続して行い、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、市制４０周年を記念して、太宰府市で福岡県読書推進大会を開催し、

市民の読書推進に努めます。 
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（４）文化ふれあい館事業（Ｐ.２2〜２８） 

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、館

の博物館機能を活かし、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。 

令和４年度は、絵画をはじめ文学作品、写真などを通じて、様々なかたちで

表現されてきた太宰府の姿を集めて紹介する「絵でみる太宰府・詩でみる太宰

府展」や、「まるごと太宰府歴史展2022」などの展覧会、各種講座、イベン

トを運営方針と関連づけながら展開します。 

また、常に来館者が太宰府の歴史を体感できるよう努めるとともに、広報紙、

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。 

（５）体育施設管理運営事業（Ｐ.２９〜３０） 

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.３１） 

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.３２） 

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

府市民ホールを活用した各種公演、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。 

     また、財団設立30周年を迎えることから、当財団の設置目的を踏まえた周年 

事業を実施します。   
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〔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．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。 

エ．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。 

（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。 
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エ．主任者会議を定期的に開催して情報交換を行い、各種事業及び管理・運

営の充実に努めます。 

オ．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5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。 

（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。 



【男女共同参画推進センタールミナス事業】

事 業 名 開催予定 内    容

パネル・資料等展示
6月
11月

男女共同参画週間等に合わせ、館内に関連
資料等、情報を提供するコーナーを設け
る。

図書配架 常時
男女共同参画関連の図書や資料を広く収
集・整備・提供する。

ホームページ 常時
ルミナスのホームページで、男女共同参画
社会の実現に向けた各種事業や関連情報を
紹介する。

男女共同参画セミナー①
「ワークライフバランス」

6月25日(土)
ワークライフバランスの重要性を認識し、
仕事と生活との調和を考える。

男女共同参画セミナー②
「DV防止のための啓発」

11月19日(土)
DVの形態・内容、子どもへの影響などDV被
害の現状を知り、支援と抑止を学ぶ。

男女共同参画セミナー③
「男性の家事・育児・介護」

1月21日(土)
男性にとっての男女共同参画を考える。性
別による役割分担意識解消、働き方の見直
しで生きがいある社会をめざす。

夏休みにパパと作ろう! 8月予定
(男性の家事参加のきっかけづくり講座)

夏休みの思い出に親子でチャレンジする料
理講座。

男性の家事参加応援‼
男の自慢料理

1月予定
(男性の家事参加のきっかけづくり講座)

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〜(2)家庭等における共同参画の推進】

【男女共同参画 1.意識づくり〜(3)男性へのアプローチ】
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男女共同参画推進センタールミナス

事 業 名 開催予定 内    容

男性歓迎!
しあわせクッキング

10月15日(土)

(男性の家事参加のきっかけづくり講座)

無理なく無駄なく簡単に、楽しく美味しく
作る幸せ料理講座。男性におすすめ、料理
初心者向け。

男性歓迎!
筋力アップ・トレーニング
（通期・分納）

4月10日〜3月26日
月２回  日曜日
(全24回)

インナーマッスルを刺激し、体幹力を目覚
めさせる。筋力アップし、全身をまんべん
なく鍛える講座。

男性の家事参加応援‼
イキな男の魚のさばき方講座

6月5日(日)
(男性の家事参加のきっかけづくり講座)

男性を対象に楽しく学ぶ料理講座。

医療事務講座
〜調剤コース

6月1日〜7月6日
(全6回)

就職に有利な調剤第3級医療事務技能検定試
験の資格取得を目指す講座。

働きたいママ応援セミナー 7月13日(水)
就職を希望する女性のためのアドバイス等
支援を行う。
(県福岡労働者支援事務所との共催)

女性のための再就職セミナー 1月予定
結婚や出産で仕事から離れていた女性の再
就職に役立つセミナー。

女性の起業・副業応援①
広告費0円でできる!SNS入門
セミナー

8月5日(金)
ITを活用したPRのテクニックを学び、女性
の起業・副業を応援するセミナー。

女性の起業・副業応援②
資格は不要!初めての『ストア
カ』セミナー

9月2日(金)
ITが苦手でも、スキルがあれば誰でも先生
になれるストアカについて学び、女性の起
業・副業を応援するセミナー。

女性の起業・副業応援③
あっという間にオンライン講
座動画を作ってアップするセ
ミナー

10月28日(金)
ITを活用したPR動画の作り方を学び、女性
の起業・副業を応援するセミナー。

【男女共同参画 2.参画促進〜(5)女性の職業能力開発の支援】
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男女共同参画推進センタールミナス

事 業 名 開催予定 内    容

みんなで『ジェンダー』を考
える!!

9月10日(土)

家族、地域、職場など、私たちを取り巻く
社会をジェンダー(文化的社会的性差)の視点
で検証し、だれもが生きやすい社会をめざ
す講座。

薬膳料理
〜家族のための梅雨養生

5月26日(木)
中国医学の考えに基づき、心身共に健康に
なるための美味しい薬膳料理を学ぶ講座。

薬膳料理
〜家族のための夏養生

7月28日(木)
中国医学の考えに基づき、心身共に健康に
なるための美味しい薬膳料理を学ぶ講座。

薬膳料理
〜家族のための秋養生

9月29日(木)
中国医学の考えに基づき、心身共に健康に
なるための美味しい薬膳料理を学ぶ講座。

薬膳料理
〜家族のための冬養生

1月26日(木)
中国医学の考えに基づき、心身共に健康に
なるための美味しい薬膳料理を学ぶ講座。

キムチと韓国家庭料理 11月予定
本場韓国のキムチの作り方と家庭料理を学
ぶ講座。

簡単・本格おせち料理
12月3日(土)
12月10日(土)

伝統を受け継ぎながらも、手軽で簡単に作
れる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】 ①料理(食)

【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】
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男女共同参画推進センタールミナス

事 業 名 開催予定 内    容

「心と体をキレイにするピラ
ティス」（朝コース）
（通期・分納）

4月5日〜3月7日
毎週火曜日
(全40回)

心地よい呼吸法を学び、体のゆがみや姿勢
を治し、筋肉を正しく使うフィットネス講
座。

「心と体をキレイにするピラ
ティス」（昼コース）
（通期・分納）

4月5日〜3月7日
毎週火曜日
(全40回)

心地よい呼吸法を学び、体のゆがみや姿勢
を治し、筋肉を正しく使うフィットネス講
座。

「心と体をキレイにするピラ
ティス」（夜コース）
（通期・分納）

4月5日〜3月7日
毎週火曜日
(全40回)

心地よい呼吸法を学び、体のゆがみや姿勢
を治し、筋肉を正しく使うフィットネス講
座。

タイ式ヨガ
〜ルーシーダットン
（通期・分納）

4月21日〜3月23日
1・3・4木曜日
(全31回)

タイの伝統的なヨガを学ぶ。簡単にできる
ポーズで筋力アップと体の柔軟性を身に付け
る講座。

やさしいヨガ＆ストレッチ
（通期・分納）

4月10日〜3月26日
月２回  日曜日
(全24回)

ヨガのゆったりとした動きでリラックス効
果を得、全身の気の巡りを高める講座。

やさしいゆる体操初級
（通期・分納）

4月6日〜3月22日
毎週水曜日(全45回)

ヨガ、気功、呼吸法、ストレッチ、武術の
エッセンスを取り入れて開発されたやさし
い体操講座。

書のたのしみ
(通期・分納)

4月14日〜3月23日
2・4木曜日
(全24回)

書を通して自分と向き合い、自分のペース
で上達していく喜びを味わう講座。

心理カウンセラーから学ぶ 未定 (2回)
社会生活に役立つ(人間関係やストレス等の
悩みを解決するための)心理学を学ぶ入門講
座。

ルミナス感謝Weeks
3月1日(水)〜18日
(土)

男女共同参画推進センタールミナスのPR、
及び館の活動団体の活動PRを図る。

【その他】 ②健康・運動

【その他】 ③趣味・文化

【その他】 ④その他

【その他】 ⑤施設PR・イベント
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事   業   名 開催予定 内            容
【語 学】

使える英会話（初心者） 4月12日〜3月14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。

使える英会話（入門昼） 4月12日〜3月14日
日常使える英会話をマスターするための入門
コース。

使える英会話（入門夜） 4月12日〜3月14日
日常使える英会話をマスターするための入門
コース。

使える英会話（初級昼） 4月12日〜3月14日
日常使える英会話をマスターするための初級
コース。

使える英会話（初級夜） 4月12日〜3月14日
日常使える英会話をマスターするための初級
コース。

使える英会話（中級） 4月12日〜3月14日
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7・14日 受講生のコースを振り分けるために行う。

Ｄｏｋｉ★Ｄｏｋｉ英会話 4月12日〜3月14日 日本人講師による初歩から学ぶ英会話。

中国語（入門コース） 4月15日〜3月10日

全く初めての人対象。中国の文化や観光などの
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15日〜3月10日
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。

中国語（中級コース） 4月15日〜3月10日
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。

韓国語（入門・朝） 4月14日〜3月9日
初心者対象。文字･発音の体系と基礎文法を学習
する。

韓国語（入門・夜） 4月14日〜3月9日
初心者対象。文字･発音の体系と基礎文法を学習
する。

【いきいき情報センター事業】
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いきいき情報センター

事   業   名 開催予定 内            容

韓国語（初級・朝） 4月12日〜3月7日
2年程度の経験者対象。ハングル文字の読み、発
音など基礎を固める。

韓国語（初級・夜） 4月14日〜3月9日
2年程度の経験者対象。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12日〜3月7日
3年程度の経験者対象。基礎文法の応用を学習す
る。

韓国語（中級①・朝） 4月14日〜3月9日
4年程度の経験者対象。朗読・日常会話を学習す
る。

韓国語（中級①・夜） 4月12日〜3月7日
4年程度の経験者対象。朗読・日常会話を学習す
る。

韓国語（中級②） 4月12日〜3月7日
5年程度の経験者対象。聞き取り・解読・朗読な
ど、学びを深める。

チャオ★イタリア語 4月5日〜3月14日
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】

編み物を楽しむ 5月17日〜7月19日
カギ針や棒針の基礎を習得しながら、作品を制
作する。

編み物を楽しむ 10月4日〜12月6日
カギ針や棒針の基礎を習得しながら、作品を制
作する。

編み物を楽しむ 1月17日〜3月7日
カギ針や棒針の基礎を習得しながら、作品を制
作する。

ちくちく可愛い刺繍
10月17日〜11月21
日

刺繍の基本を習い、小物を作る。

「博多はじき」の絵付け体験 10月頃
素焼きの「博多はじき」に色を塗り、絵付けを
体験します。

手縫いで作る革工芸 9月26日
牛革を使って、手縫いの特徴である強度とス
テッチの美しさを兼ね備えた小物を作る。
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いきいき情報センター

事   業   名 開催予定 内            容

華やかにお正月飾り 12月14日
ドライ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。

華やかな糸まり 4月20日〜2月15日
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。

ナチュラルソーイング 6月8日〜8月3日 ミシンを使って小物・洋服などを作る。

コットンパールのアクセサ
リー

11月26日
コットンパールを使ってアクセサリー作りを楽
しむ。

ひょうたんランプ作り 11月頃予定
乾燥させたひょうたんに穴を開け、ランプ
シェードを作る。

つまみ細工 5月27日〜10月28日
伝統工芸「つまみ細工」の技法で、小物やアク
セサリーなどを作る。

羊毛フェルトの小物作り 10月5日〜12月7日 羊毛をニードルで整えて小物を作る。

彩り水引でつくる和風雑貨
（夏）

8月1日
カラー水引きを使ったバリエーションのある生
活雑貨や伝統ある和風アレンジ雑貨の夏の小物
を作る。

彩り水引でつくる和風雑貨
（秋・冬）

10月24又は31日
11月7日

カラー水引きを使ったバリエーションのある生
活雑貨や伝統ある和風アレンジ雑貨の秋・冬の
小物を作る。

博多曲げ物＊わっぱ弁当箱づ
くり

10月22日
日本の伝統や風情を楽しみながら簡単なわっぱ
弁当箱を自分でつくり、日常に役立てる。

エコなクラフト小物・バッグ
づくり

6月8日〜6月25日
環境にも優しいクラフトでつくる実用的な小物
やバッグを作る。

グラスコード作り 9月頃 眼鏡を首から掛けられるグラスコードを作る。

ＰＰテープで作るかごバッグ 1月予定 水にも強いPPテープでかごバッグを作る。

ステンドグラス 未定
初心者でも完成できるようにカットされた色と
りどりのガラスパーツを組み合わせて作品を作
る。
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いきいき情報センター

事   業   名 開催予定 内            容
【生 活】

グリーンの寄せ植え 未定
観葉植物を使って、室内にも置ける寄せ植えを
作る。

ハッピー・ボイストレーニン
グ入門 （春夏）

5月〜7月予定
自己表現の基礎となる呼吸法・発声・発音など
を学ぶ。歌いたい歌を自由に歌える力をつけ
る。

ハッピー・ボイストレーニン
グ入門 （秋冬）

10月〜12月予定
自己表現の基礎となる呼吸法・発声・発音など
を学ぶ。歌いたい歌を自由に歌える力をつけ
る。

アロマ石鹸＆保湿クリーム作り
10月13日・11月10
日

アロマを使って石鹸と冬のお肌を守る保湿ク
リームを作る。

手作りのアロマレシピ 5月12日、6月9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。

前結び着付け 4月11日〜3月20日 前結びの方法で着付けの練習をする。

タイルで作るコースター 7月16日 タイルを使ってコースターを作る。

フレッシュグリーンの
リースつくり

12月13日 クリスマスの定番リースを作る。

アイスコーヒーの楽しみ方 6月25日
豆選びのポイント、美味しく淹れる方法など基
礎知識を学び、香り高いアイスコーヒーを抽出
する。

オリジナルブレンドを作ろう 12月17日
コーヒーの挽き方、入れ方など基礎知識を学
び、自分だけのオリジナルブレンドコーヒーを
作る。

顔ヨガ（表情筋エクササイズ） 12月予定
顔の筋肉をトレーニングして、柔らかい表情つ
くりと、自然なリフトアップを目指す。

超初心者のためのスマートフォン

iPhone/ipad編
6月6・13日

スマートフォンの使い方の基本をOS別に日程を
分けて講義する。

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20・27日

スマートフォンの使い方の基本をOS別に日程を
分けて講義する。

スマートフォンの楽しみ方
11月7・14日、
12月5・12日

スマートフォンを使ってアプリの使い方まで行
う。
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いきいき情報センター

事   業   名 開催予定 内            容

スマートフォンで電子決済 2月予定
スマートフォンの基本からアプリの使い方まで
行う。

大人の筆ペン教室 11月か12月予定
芳名帳・祝儀袋など日常生活ですぐに役立つ筆
ペンの書き方を習得します。

糸かけ曼荼羅 9月予定
一定の決まりに従って板に打った釘に糸をかけ
出来上がる模様を楽しむ。

心とカラダのゆるめ方
〜瞑想トレーニング〜

5月23・30・6月6日

ストレス解消するため、リラックスした状態で
誘導瞑想「未来ビジョン、ブロック、シフティ
ング」をするトレーニング。

【夏休み講座】

夏休み工作 ○○○を作ろう 7月23日or30日 夏休み親子で楽しく工作をする。

夏休み講座 うちわの絵付け 8月予定 うちわの絵付け体験。

親子でアイシングクッキー 8月20日又は27日
見ても楽しめる可愛いアイシングクッキーに挑
戦します。

夏休み手芸 8月初旬 未定。

みんな集まれ︕工作教室
〜〇〇を作ろう〜

8月13日または20日 小学生向けの工作教室。

夏休み講座
親子で一緒にみそ作り

8月6日
福岡県産の大豆とお米でみそを手作りしよう︕
パックに詰めて仕込むので、できあがる様子を
確認できます。

【趣味・教養の講座】

囲碁講座 4月6日〜3月15日
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。

美味しい野菜の話(冬野菜）
12月or1月予定

美味しい野菜の見分け方を習い、日々の買い物
に役立てる。野菜料理を習う。（講義のみ試食
あり）

いきいき茶道（表千家）初級 4月12日〜3月14日
おじぎの仕方、歩き方、座り方等の立ち居振る
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（表千家）中級 4月12日〜3月14日
おじぎの仕方、歩き方、座り方等の立ち居振る
舞いや抹茶・お菓子をいただく作法全般を習得
する。
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いきいき情報センター

事   業   名 開催予定 内            容
【料 理】

そば打ち〜初心者コース〜 6月14〜28日
３回で自宅でも打てる技術やそばの事を学ぶ。
最終日は試食する。

そば打ち〜上達コース〜 9月27日〜12月20日
そば打ち経験者向け。産地のそばの違いなどを
感じ、さらに技術を学ぶ。

ゆず胡椒づくり 11月19日
あったかお鍋にかかせない︕我が家のゆず胡椒
をつくりましょう。

みそ作り（仮） 10月か11月予定

味噌の「すごさ」や「変化」、「おいしさ」を
知ってもらう。味噌をもっと身近に感じてもら
い、食育を通して「食」の大切さ、楽しさを学
ぶ。

親子でクリスマス︕デコカッ
プケーキ

12月17・24日
（土）18（日）いず
れか

カップケーキ３つにクリスマスバージョンのデ
コレーションを楽しむ。

美と健康のフルーツビネガー 6月30日
見た目も美しく、美容と健康のために取り入れ
たいフルーツビネガーを手作りする。

簡単︕本格キムチ&ナムル作
り

11月19日
白菜キムチの漬け方や韓国料理ナムルの作り方
を学ぶ。

人気のスイーツ作り 2月10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。

コリアンクッキング 3月4日 韓国料理を学ぶ。

カラダに美味︕オリーブオイ
ルとパン料理

11月11日
安全で美味しいパンと身体に良い食材を使った
スープづくりと、オリーブオイルと食材の知識
を学ぶ。

薬膳茶＆シロップづくり
（梅雨・夏編）

5月16日・7月4日

家庭でできる季節や体質にあった必要な薬膳茶
や薬膳酒、シロップの作り方、また家庭ででき
る中医学を通しての健康法について学ぶ。

薬膳茶＆シロップづくり
（秋・冬編）

10月3日・11月7日
家庭でできる季節や体質にあった必要な薬膳茶
や薬膳酒、シロップの作り方、また家庭ででき
る中医学を通しての健康法について学ぶ。

身体に美味しい*和菓子づく
り

9月26日
季節の材料を使った身体に良く、温かい日本茶
に合う和菓子づくりに挑戦する。
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いきいき情報センター

事   業   名 開催予定 内            容
【書・美術】

ペーパー・スクリーン版画 4月7日〜3月16日
原案デザインを作り、複数回に分けて色を重ね
て、カードや壁掛けなどを作る。年1回作品展を
行う。

文字を楽しむ篆刻 4月５日〜3月14日

趣きのある古代文字などから、名前や好きな言
葉をデザインし、書や絵画、年賀状などの仕上
げの判子、遊印を彫り楽しむ。受講生作品展も
あり。

葦ペンスケッチ 4月8日〜3月17日
静物、写生、暑中見舞い、年賀状に葦ペンを
使って絵を描く。年1回作品展を行う。

体験講座 随時
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8日〜3月17日
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｡

スロービクス 4月8日〜3月17日
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。

楽しくフラダンス 4月14日〜3月16日
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。

足もみ健康法 11月か12月予定
自分でできる足もみ健康法の楽しさと大切さを
体験する。

エアロビクス・朝コース 4月7日〜3月16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）

エアロビクス・夜コース 4月11日〜3月20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）

ファイトエアロ・朝コース 4月11日〜3月20日
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）

ファイトエアロ・夜コース 4月8日〜3月17日
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）

免疫力アップヨガ 4月7日〜3月16日

深い呼吸により自律神経や血液循環を整え、リ
ラックス＆リフレッシュができる免疫力アップ
を目的としたヨガ。
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いきいき情報センター

事   業   名 開催予定 内            容

骨盤調整★エクササイズ 4月12日〜3月14日

昨今注目の骨盤底筋を鍛えて、姿勢改善、お腹
ぽっこり、尿漏れなど女性特有の痛みや悩みを
軽減する体幹を鍛えゆっくりした動きの運動。

アシュタンガヨガ 4月14日〜3月16日

基本のポーズと呼吸で行うヨガ。（のびのび、
パワー系）運動量が多めで、筋力、代謝アッ
プ、脂肪燃焼を目的としたハードなヨガ。

週末朝ヨガ 4月９日〜3月1８日

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）深い呼吸と共
に、安定した心と身体のためのヨガ。

やさしいベリーダンス 4月６日〜3月15日

基本の動き、簡単な振り付けを習う。
（初心者〜経験者）骨盤を立てる姿勢、腰や腹
のなめらかな動きが特徴の美容と健康のエクサ
サイズ。

楽しい健康吹き矢 4月6日〜3月15日
健康促進になるスポーツとしての吹き矢を習得
する。

スロージョギングⓇ 10月か11月予定
ゆっくりペースで無理なく続けられるスロー
ジョギングを体験する。

【子ども向け】

バトントワリング・キッズ 4月6日〜3月22日
バトンを習う。
太宰府市内のイベントに出演予定。

バトントワリング・ジュニアＡ 4月6日〜3月22日
バトンを習う。
太宰府市内のイベントに出演予定。

バトントワリング・ジュニアＢ 4月6日〜3月22日
バトンを習う。
太宰府市内のイベントに出演予定。

プログラミングを体験しよ
う︕

未定

プログラミングってどんなことをするの︖どん
なことができるの︖今人気のプログラミングに
ついて初歩の話を聞いて体験します。

わくわく子ども体操 Ａ 4月8日〜3月17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8日〜3月17日 マット、鉄棒を用いた器械体操で、体を鍛え
る。
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いきいき情報センター

事   業   名 開催予定 内            容
【イベント・コンサート】

おもちゃ病院 4月〜3月(第2土）
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。

フロアコンサート 12月
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

文庫懇話会 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。

図書館ボランティア講座 奇数月の最終水曜日
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交流会 未定
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。

読書推進講座 全2回時期未定 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。

朗読紫苑の会（朗読）
4月17日、7月17日、
10月16日、１月15日

読書ボランティアグループの協力による大
人向けの朗読会。

ちょっと︕この本読んでみ
て︕︕〜読書会カフェ〜

奇数月（年6回）
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。

読書推進後援・協力事業 未定

市内の読書ボランティア団体などが主催す
る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。

図書館見学等受入 随時

保育所や大学などの依頼に応じて、見学等
を受け入れ、図書館への理解を深めるとと
もに、読書への関心を高める。

福岡県読書推進大会
太宰府市大会

11月頃
市制40周年を記念して、太宰府市で福岡県
読書推進大会を開催。

ブックスタート 4カ月児健診時

絵本を介した親子ふれあいの時間を全ての
家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。

【交流事業】

【読書推進事業】

【子どもの読書活動推進事業】
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市民図書館

事 業 名 開催予定 内        容

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
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 毎月第1水曜日 2歳までの赤ちゃんを対象としたおはなし
会。

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）

読書ボランティアグループの協力によるお
はなし会。

太宰府おはなし会 4月、9月、2月
読書ボランティアグループの協力によるお
はなし会。

ひよこのおはなし会 毎週土曜日
絵本の読み聞かせを中心に、紙芝居・手遊
びなどを行う。

「子ども読書の日」啓発事業
 おはなしひろば

4月23日
子ども読書活動推進計画に基づく事業。

読書ボランティア講座 5月、6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。

おりがみ広場 7月〜8月（全3回）
小学生の読書活動推進啓発のためのおりが
み工作。

七夕まつり 7月16日
福岡こども短期大学と協力して、七夕にち
なんだおはなし会や工作、劇の上演。

たのしい人形劇 未定
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。

子どもふれあい工作教室 時期未定 小学生のための工作教室。

こどものための夏の終わりの
演奏会

9月3日

こどもたちも楽しめるオーケストラによる
演奏会。
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 10月29日
読書ボランティアグループの協力によるハ
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17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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市民図書館

事 業 名 開催予定 内        容

文庫育成講座 未定（２回）
文庫活動に資する知識や技術を習得するた
めの講座。

本とあそぼう全国おはなし隊 4月（未定）
講談社による本の楽しみを子どもたちに伝
えるための事業。

幼稚園配本 隔週
希望する市内幼稚園に対し、準備した絵本
と紙芝居のセット（45冊）を貸出し、配本
する。

学級文庫貸出し 年２回程度

市内７小学校、特別支援学校の希望するク
ラスに対し、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 随時
市の担当と連携して、市立小中学校の授業
に必要な図書を要望に合わせて準備する。

小中学校図書館見学・職場体
験受入

随時

学校からの依頼に応じて、見学・職場体験
を受け入れ、児童・生徒の図書館への理解
と読書への関心を高める。

移動図書館の小学校巡回 隔週
各小学校に移動図書館を乗入れ、読書環境
補完を図る。

【学校支援事業】
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事 業 名 開催予定 内    容
資料管理事業

資料の収集・管理・保管 通年

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

企画展示関連調査研究 通年

実施する展示公開事業（「絵でみる太宰
府・詩でみる太宰府」「碑でみる太宰府」
「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。

その他の調査研究等 通年

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

学校教育支援 通年

「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
う。

学芸員実習受入 通年

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
して指導に当たる。

【文化ふれあい館事業】
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文化ふれあい館

事 業 名 開催予定 内    容
展示公開事業
企画展
「絵でみる太宰府・詩でみる
太宰府」

4月23日〜6月5日
絵画をはじめ文学作品、写真などを通じ
て、様々なかたちで表現されてきた太宰府
の姿を集めて紹介する。

企画展
「碑でみる太宰府」

6月16日〜7月18日
館蔵の拓本を活用し、石碑を通して市内の
史跡を紹介する。

太宰府通史展示
「まるごと太宰府歴史展
2022」

8月6日〜11月3日

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52回筑紫美術協会展
（場所︓展示室・多目的ホー
ル）

11-12月

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27回くらしのうつりかわり
展
（場所︓展示室・多目的ホー
ル）

1月5日〜3月12日

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。

定期利用団体作品展
「ふれあい文化祭」
（場所︓多目的ホール）

４月１日〜５月８日
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。

太宰府歴史クイズパネル展リ
ターンズ
（場所︓多目的ホール）

5月20日〜7月9日
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。

ちょ古旅♪太宰府パネル展
（場所︓多目的ホール）

9月17日〜12月10日
「歴史の散歩道」沿いに点在する史跡や文
化遺産等を紹介するパネル展示。

筑紫美術協会展同時開催
だざいふ子ども絵画展
（場所︓エントランスホー
ル）

11-12月

筑紫美術協会展の同時開催事業。太宰府市
内の小学校に呼びかけて作品を募り、協会
会員による審査を行う。

トピック展示
（場所︓エントランスホー
ル）

4-3月

展示室入口（外左側）のスペースを活用
し、文化財関連組織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
（場所︓エントランスホー
ル）

4-3月

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。
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文化ふれあい館

事 業 名 開催予定 内    容
講座事業
【太宰府学講座】

第1回 太宰府学講座 5月15日
広く「太宰府」をテーマに、調査研究成果
の一端を紹介する講演会。

第2回 太宰府学講座 6月5日
広く「太宰府」をテーマに、調査研究成果
の一端を紹介する講演会。

第3回 太宰府学講座
（調整中）

7月16日
広く「太宰府」をテーマに、調査研究成果
の一端を紹介する講演会。

第4回 太宰府学講座
（調整中）

8月20日
広く「太宰府」をテーマに、調査研究成果
の一端を紹介する講演会。

第5回 太宰府学講座
（調整中）

9月17日
広く「太宰府」をテーマに、調査研究成果
の一端を紹介する講演会。

第6回 太宰府学講座
（調整中）

10月15日
広く「太宰府」をテーマに、調査研究成果
の一端を紹介する講演会。

第7回 太宰府学講座 11月3日

展覧会の会期中に開催内容に合わせて実施
し、展示の理解を助ける講演会。「まるご
と太宰府歴史展2022」に合わせて実施す
る。

第8回 太宰府学講座 11月19日

太宰府市内には約３０体のエビスさまが祀
られ、商売や農業の神として信仰されてき
た。その信仰のルーツやまつりについて紹
介する。

第9回 太宰府学講座 12月17日
広く「太宰府」をテーマに、調査研究成果
の一端を紹介する講演会。

第10回 太宰府学講座 1月21日
広く「太宰府」をテーマに、調査研究成果
の一端を紹介する講演会。

第11回 太宰府学講座 2月18日
広く「太宰府」をテーマに、調査研究成果
の一端を紹介する講演会。

こだわりの味噌づくり（春） 4月14日
地元の安心、こだわりの大豆や麹を使っ
て、無添加の合わせ味噌を作り、おいしい
食べ方を学ぶ。

楽しい墨彩画 4月9日〜3月25日

四季折々の自然の風物を題材に、手本を
使って、筆の運び方、線の強弱、構図、空
間の美しさ、色彩、色の混合の仕方などを
学ぶ。

【生涯学習講座】
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文化ふれあい館

事 業 名 開催予定 内    容

鉛筆で描く写実絵画 4-3月
握る力や芯の濃さで様々な表現を演出でき
る鉛筆の写実絵画を楽しく学ぶ。

ゆったり健康太極拳A 4月12日〜3月28日

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
すい健康運動を行う。

ゆったり健康太極拳B 4月12日〜３月28日

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
すい健康運動を行う。

リラクゼーションヨガ 4月13日〜3月22日

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。

春の里山を歩いて食べる 4月16日

文化ふれあい館を出発し、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く。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す。

古典文学から展開するお菓子
の世界（展覧会関連講座、
春・秋２回）

5月27日・9月30日

万葉集に始まり、伊勢物語や源氏物語など
古典文学から展開するお菓子について講話
を聞き、合わせてその世界観を表現した和
菓子と呈茶を楽しむ。

ハワイアンキルト 5月12日〜3月9日

ポーチ・手提げ・タペストリーをそれぞれ
３〜５回で仕上げる。各受講生それぞれの
ペースに合わせ講師の指導を受けながら一
つ一つの作品を仕上げていく。

陶器のビアグラスを作ろう︕ 5月14日
泡の細かい美味しいビールが飲める陶器の
ビアグラスを作る。小石原焼窯元の講師が
手びねりの手法で指導する。

藍染め体験 6月5日・12日
人類最古の染料ともいわれる「藍」を様々
な絞りの技法を用いて、全2回の工程で染め
楽しむ。

フランス料理（初夏） 5月29日
手近な食材を使い、前菜、メイン、デザー
トなど季節感を感じられるフランス料理を
作る。
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文化ふれあい館

事 業 名 開催予定 内    容

梅干し＆梅しそ餅作り 6月16日
太宰府市の花である「梅」に因み、梅干し
と梅しそ餅を作る。

太宰府ふれあい土器体験 6月17日
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体験す
る。

マヂカで秋圃 8月6日
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ぶ。

こだわりのらっきょう漬け 6月23日
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。

暑い夏を乗り越える︕冷茶の
すすめ

7月7日

日本茶の種類や特徴をはじめ、水出し・氷
出しなどの美味しい淹れ方やアレンジの仕
方など「冷茶」の楽しみ方について学び味
わう。

夏の和風ラッピング 7月29日

和紙や紐を使用したラッピングの方法を学
ぶ。ボトルラッピングや、受講者が持参し
た品（ハンカチなど）を入れた不定形の包
みなどを作る。

夏休み親子クッキング
※協力事業

7月30日
夏休みに親子で楽しく料理に挑戦する。
※協力:JA筑紫ゆめ畑太宰府店

金さんのマシッタ︕レシピ夏 7月22日
本場韓国の美味しい夏のレシピを楽しく学
ぶ。

消しゴムはんこを彫る
9月15日
10月20日
11月17日

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。

ドキドKIDS☆学芸員おしご
と体験

9月25日
10月9日
10月30日
11月27日
12月18日

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。

手作り発酵生活のススメ 9月29日

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」
を作る。
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文化ふれあい館

事 業 名 開催予定 内    容

和の香りから学ぶ
匂い袋とお香作り

10月13日

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。

秋の里山を歩いて食べる 11月5日

ふれあい館から市民の森を散策し、むか
ご、あけび、しいのみなどの秋の味覚を味
わうとともに、市民の森でどんぐり（まて
ばしい）のクッキーを作って食す。

自家製ボイルソーセージ 10月23日
自宅にある香辛料や調理器具で手軽にでき
るソーセージを作る。

発酵調味料づくり 11月10日

アミノ酸や酵素などの栄養価に優れた発酵
調味料の実習講座。醤油とひしお麹ででき
る「醤」と、おからと豆乳でできる「おか
ら味噌」を作る。

フランス料理（冬） 11月20日
鶏肉を使い、クリスマスに家庭でも作れる
伝統的なフランス料理を学ぶ。

こだわりの味噌づくり（冬） 12月1日
地元の安心、こだわりの大豆や麹を使っ
て、無添加の味噌を作り、おいしい食べ方
を学ぶ。

太宰府のえびすさまを訪ねて
歩く

12月2日
市内に祀られた30体のえびす石像の中から
いくつかを訪ね、「さいふまいり」との関
わりを学びながら街を歩く。

年賀状講座 12月3日
毛筆で年賀状や思いを伝えるおしゃれな宛
名書きを学ぶ。

金さんのマシッタ︕レシピ冬 1月27日
本場韓国の美味しい冬のレシピを楽しく学
ぶ。

《舌で味わう日本》シリーズ 未定
日本人のソウルフードについて多面的な視
点で学び、調理をして試食する。

クレイデコを楽しむ 2月2日

新たな手芸のジャンルとして人気のデコク
レイクラフトを楽しむ。良質なクレイ（粘
土）を使い、ワンランクアップしたオリジ
ナルお雛様づくりにチャレンジする。

くらしに寄り添う風呂敷包み 3月12日
風呂敷をエコバッグや水筒の包みなどに使
える日常生活の中で役立つ包み方を学ぶ。
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文化ふれあい館

事 業 名 開催予定 内    容
【イベント・コンサート】

「絵でみる太宰府・詩でみる
太宰府」
ギャラリートーク

5月
展覧会期間中の学芸員によるギャラリー
トーク。

太宰府通史展示「まるごと太
宰府歴史展2022」関連イベ
ントまたは講座（R4委託契約
による)

8-11月 展覧会会期中に行うイベントまたは講座。

まるごと太宰府歴史展2022
ギャラリートーク

8-11月
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
灯りの作品展示。
※「古都の光」当日のみ21時まで開館。

筑紫美術協会展同時開催
だざいふ子ども絵画コンクー
ル表彰式

未定
筑紫美術協会展の同時開催行事として行う
子ども絵画コンクールの表彰式。

くらしのうつりかわり展
昔遊び大会

1月9日
展覧会開催中のイベント。昔の遊びに着目
し、ボランティアの協力を得て実際に遊ん
でみる。

くらしのうつりかわり展
レコード鑑賞会

2月
展覧会開催中のイベント。館が寄贈を受け
たレコードを紹介し、実際に鑑賞する。

ピアノリレー 未定
ふれあい館のグランドピアノを市民に開放
し、ピアノリレーの機会を創出する。

馬頭琴コンサート〜モンゴル
の草原を渡る風〜

未定
馬頭琴の演奏と、映像でモンゴルの文化と
風土に親しむ。

マンドリンコンサート（仮） 未定 マンドリンの音色を楽しむ。

筑前琵琶演奏会 未定
筑前琵琶の演奏とお話。心に残る多様な琵
琶の演奏。

（仮）古都の光 夜のひとと
き（夜間開館）

未定 古都の光の夜の音楽イベント。

ピュアハートコンサート 未定
各地で活躍している音楽バンドの演奏を楽
しむ。

ふれあい寄席 未定 昔の暮らしに因んだ落語を楽しむ。
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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

硬式テニス教室
（初級者コース）【前期】

4月〜8月(木曜日)
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。

硬式テニス教室
（中級者コース）【前期】

4月〜8月(水曜日)
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。

硬式テニス教室
（初級・中級混合コース）【前期】

4月〜8月(月曜日)
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。

硬式テニス教室
（初心者A・Bコース）【前期】

4月〜8月(月曜日)
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。

硬式テニス教室
（初級者コース）【後期】

10月〜3月(木曜日）
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。

硬式テニス教室
（中級者コース）【後期】

10月〜3月(水曜日）
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。

硬式テニス教室
（初級・中級混合コース）【後期】

10月〜3月(月曜日）
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。

硬式テニス教室
（初心者A・Bコース）【後期】

10月〜3月(月曜日）
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

健康教室 5月29日(日)
大人を対象としたストレッチなど体を動
かす健康教室を実施する。

子どもよさこい体験 9月

全国各地でイベントが開催されるほど人
気の「よさこい」を、子ども向けの曲に
合わせて踊る体験教室を実施する。

【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 実施予定 内      容

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 実施予定 内      容

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。
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事 業 名 実施予定 内      容

開放教室事業 通年

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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【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

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21日(土)

若手実力演奏家による、市内教育施設等へ
の出張演奏、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“生”歴史ドラマ 6月19日(日)
太宰府市の歴史を題材とした演劇公演を、
プラム・カルコア市民ホールにて実施す
る。

史跡のまちのラジオ体操 通年
市内ラジオ体操各会場での無料巡回教室を
実施する。

史跡のまちのスポーツ体験 未定

気軽にスポーツに触れることができる体験
型の催しを実施し、スポーツに親しむ機会
を市民に提供する。

【講座、教室等】
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令和4年度  財団行事予定

行 事 名 等 実施予定 内           容

人事異動辞令交付式 4・7月 人事異動に伴う辞令交付。

経営者会議 4・6・9・12月
理事長を中心に財団全体の課題・運営につい
て協議。

施設長会議 必要に応じて随時
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･運営に
ついて審議。

主任会議 5・7・11・2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。

管理員主任者会議 5・7・11・2月
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。

決算監査 5月 前年度１年間の決算監査。

定時理事会 5月
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。

定時評議員会 6月
事業計画、収支予算等の報告、事業報告、決
算の承認、役員の選任等。

臨時理事会 6月 役員の選定について審議。

公益団体職員同和問題研修会 8月

公益４団体職員が、共に働く職員として平和
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。

職員健康診断 11月
全国健康保険協会被保険者を対象に、職員の
健康管理及び健康維持のため健康診断を実
施｡
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令和４年度　財団行事予定

行 事 名 等 実施予定 内           容

職員ヒアリング 12月
正職員、契約職員、パートタイマーから仕事
に対する意見や提案、雇用更新の意思確認等
を行う。

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」

財団職員研修 1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。

職員健康相談 2月
全国健康保険協会被保険者を対象に、健康診
断結果等に基づき、保健師による健康相談を
実施。

設立30周年記念事業 未定
記念事業としてコンサート（予定）を開催
し、市民の文化振興を図る。

定時理事会 3月
事業計画、予算、専決処分、規約改正等につ
いて審議。

衛生委員会 毎月
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。

広報紙「スポーツ＆カル
チャー」発行

毎月
各施設が開催する講座・展示・イベント及び
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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