
県内で開催される令和3年度生涯学習月間行事

福岡地域

1.生涯学習フェスティバル

事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

文化財展示会 テーマに沿って、那珂川市内の遺跡から出土した遺物
を展示する。

10月30日（土曜日）から
12月19日（日曜日）

午前10時から午後6
時まで　※会期中の
金曜日・土曜日は午
後8時まで
(ミリカローデン那珂
川休館日を除く)

ミリカローデン那珂川（松
口月城記念館）

那珂川市仲2丁目5番1号 無料
那珂川市教育委員会
公益財団法人那珂川
市教育文化振興財団

那珂川市教育委員会文化振興課
電話092-952-2092
ミリカローデン那珂川
電話092-954-2211

筑紫よかまちギャ
ラリー

ステージ発表をビデオで録画し、会場内で期間の間上
映します。展示については分散して行います。

11月1日（月曜日）から11月
30日（火曜日）

9時から22時
（コミュニティセンター
開館時間）

筑紫コミュニティセンター
筑紫野市大字筑紫634番地
7

無料 筑紫よかまち協議会

新型コロナウイルスまん延
防止のため、10月25日から
2月4日までの間、分散して
展示を行う予定。コロナ禍
のため、一般への周知は控
えめにしている

筑紫よかまち協議会
092-577-6654

福岡国際医療福祉
大学　地域公開講
座

～日頃からできる生活習慣病の予防～
ストレスを軽減し免疫力を高める方法について

ストレスと関係がある生活習慣及び生活習慣病とスト
レス軽減法（免疫力アップの食事や運動、笑いの効果
など）、および皮膚の乾燥とストレスについてお話しま
す。

11月6日（土曜日）
14時から16時
（受付13時30分）

福岡国際医療福祉大学
看護学部2号館401教室

福岡市百道浜2-4-16 無料
福岡国際医療福祉大
学

対象：学生及び一般の方

定員：100名
参加無料（予約制）
※先着順に受け付け、定員
になり次第締め切らせてい
ただきます。
※新型コロナウイルス感染
症の流行状況によりオンラ
イン開催に変更の可能性有
り。

大学のホームページまたは電話でご予
約ください。
　福岡国際医療福祉大学　電話：092-
832-1200

関連リンク
https://fiuhw.takagigakuen.ac.jp/contribu
te/course_local/

令和3年度まどか
フェスティバル

大野城市の秋の一大イベント「まどかフェスティバル」
を今年はオンラインで開催します。市民による活動発
表・展示などを市のホームページで視聴できるように、
10月からの本格始動に向けて準備中です。
ホームページ上で参加できる各種イベントも行いま
す。

①11月6日（土曜日）：心の
教育フェスティバル
②11月7日（日曜日）：英語・
日本語スピーチコンテスト
③11月7日（日曜日）：まど
か文化祭（芸能祭）

①10時15分から
②10時から
③未定

大野城市ホームページ
http://www.city.onojo.fuk
uoka.jp/s021/madofes/m
ain.html

オンライン 無料 大野城市ほか

大野城市地域創造部
コミュニティ文化課
文化政策担当
電話：092-580-1910

ゆずフェスティバル

地域に開かれた施設づくりの一環として、当センター
の施設や自然を活用した様々な創作活動・体験活動
等を地域住民へ提供し、センターの事業等への理解
を深めるとともに、ボランティアの育成を図る。

11月7日（日曜日） 10時から15時
福岡県立社会教育総合
センター

〒811-2402
糟屋郡篠栗町大字金出
3350－2

福岡県立社会教育総
合センター

福岡県立社会教育総合センター　学習サ
ポート室
092-947-3511

山家文化祭 展示のみ実施。入場制限をかけて行います。
11月7日（日曜日）から11月
13日（土曜日）

9時から22時
（コミュニティセンター
開館時間）

山家コミュニティセンター
筑紫野市大字山家2850番
地1

無料
山家文化祭実行委員
会

コロナ禍のため、一般への
周知は控えめにしている

山家文化祭実行委員会
092-980-7482

2021年度後期公開
講座「西南コミュニ
ティーカレッジ」
English Discussion
on Current Issues

本講座の目的は、英語で記事を読み、それについて
英語でディスカッションすることによって「英語で英語を
学び、身に着けていく」ことです。語彙やフレーズ等に
ついての丁寧な解説を手掛かりに、時事について英
語で考え、意見や感想を分かち合ってみませんか。
・講座は基本的に英語で行われます。　・英検2級以上
あるいは同程度の英語力が望ましいです。
・新聞記事などは講師が準備します。なお、テーマや
順番を変更する場合があります。
・毎回事前に配付される記事を読み、ディスカッション
トピックについて考えをまとめてください。

11月10日から12月8日
毎週水曜日
全5回

14時から15時

ＷＥＢ会議システム
（Zoom）を使用したオンラ
イン講座として開講いたし
ます。

ＷＥＢ会議システム（Zoom） 4,000円（全5回分） 西南学院大学

対象：一般
定員：12名
※先着順に受け付け、定員
になり次第締め切らせてい
ただきます。

ホームページの「申込フォーム」、もしくは
FAＸから所定の用紙でお申込ください。
※お電話・メールでのお申込は受け付け
ておりません。
【問合せ先】
西南学院　社会連携課
TEL:092-823-3612
FAX:092-823-3172
MAIL:sw-ext@seinan-gu.ac.jp



事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

2021年度後期公開
講座「西南コミュニ
ティーカレッジ」
【西日本新聞社提
供】新型コロナウイ
ルスによって変わ
る日常～ジャーナ
リズムから見たコロ
ナ禍を中心に～

新型コロナウイルスの感染拡大により、すべてのメ
ディアがコロナ一色となった。毎日繰り返されるコロナ
報道の中で確かな情報をどう伝えるか、数ある関連
ニュースの中から何を取り上げるか、風評被害を生ま
ないためにはどのように表現すればよいのかなど、報
道各社の理念や方針が表に現れることとなった。一方
で、国内外の移動や取材にかかる規制をはじめ、記
事を生み出す環境も大きく変化した。そんな中で
ジャーナリズムは今、コロナによる各界への影響をど
のように分析し、どのように報じているのか。また、コロ
ナはメディアにどのような影響を与え、これからどのよ
うに変わっていくのか。ジャーナリズム論を通して、コ
ロナ渦中の今とこれからを見つめる。

11月11日から12月9日
毎週木曜日
全5回

18時30分から20時
西南学院百年館
（西南学院大学内）

〒814-8511
福岡市早良区西新6丁目2
番92号

5,000円（全5回分） 西南学院大学

対象：一般
定員：50名  ※先着順に受
け付け、定員になり次第締
め切らせていただきます。

ホームページの「申込フォーム」、もしくは
FAＸから所定の用紙でお申込ください。
※お電話・メールでのお申込は受け付け
ておりません。
【問合せ先】
西南学院　社会連携課
TEL:092-823-3612
FAX:092-823-3172
MAIL:sw-ext@seinan-gu.ac.jp

二日市東コミュニ
ティ文化祭

ステージ発表をビデオで録画し、会場内で期間の間上
映します。展示については入場制限をかけて行いま
す。

11月13日（土曜日）から11
月14日（日曜日）

9時から22時
（コミュニティセンター
開館時間）

二日市東コミュニティセン
ター

筑紫野市石崎1丁目1番7号 無料
二日市東コミュニティ
文化祭実行委員会

コロナ禍のため、一般への
周知は控えめにしている

二日市東コミュニティ文化祭実行委員会
092-982-2300

御笠地区市民文化
祭

ステージ発表をビデオで録画し、会場内で期間の間上
映します。展示については分散して行います。

11月13日（土曜日）から11
月14日（日曜日）

9時から22時
（コミュニティセンター
開館時間）

御笠コミュニティセンター
筑紫野市大字吉木2496番
地1

無料
御笠地区市民文化祭
実行委員会

新型コロナウイルスまん延
防止のため、11月1日から3
月31日までの間、分散して
展示を行う予定。コロナ禍
のため、一般への周知は控
えめにしている

御笠地区市民文化祭実行委員会
092-408-6026

風水害24シミュ
レーションゲーム

｢風水害24」とは、大規模風水害の接近から直撃・通
過までの24時間をリアルに体験することを通じて、来
たる気候変動時代、風水害多発時代に備え、風水害
適応リテラシー（自分自身と地域住民の安全を確保す
るための適切な行動がとれる知識）のある住民を増や
すためのゲーム型防災プログラムです。

11月13日（土曜日）
13時から16時
（受付12時45分から）

九州産業大学内
福岡市東区松香台2丁目3
番1号

1,000円
九州産業大学
総務部
学外連携課

対象：一般の方

定員：20名
※先着順に受け付け、定員
になり次第締め切らせてい
ただきます。

九州産業大学
総務部
学外連携課
TEL：092-673-5495
お申込みは、九州産業大学ホームペー
ジよりお願いいたします。

2021年度後期公開
講座「西南コミュニ
ティーカレッジ」
「公益」の追求者と
しての「渋沢栄一」

新1万円札の肖像に選ばれ、大河ドラマの主人公にも
採用された「渋沢栄一」に対する関心が高まっていま
す。渋沢は実業家としての功績により「近代日本資本
主義の父」と称されますが、渋沢が唱えた「合本主義」
と「資本主義」の概念は、必ずしも同一ではありませ
ん。渋沢が最も重視した価値は「公益」です。渋沢の
追求した「公益」とは何か、経済や経営のみならず、外
交・福祉・教育など、さまざまな視点から解説します。

11月15から12月6日
毎週月曜日
全4回

18時30分から20時
西南コミュニティーセン
ター
（西南学院大学内）

福岡市早良区西新6丁目2
番92号

4,000円（全4回分） 西南学院大学

対象：一般
定員：30名
※先着順に受け付け、定員
になり次第締め切らせてい
ただきます。

ホームページの「申込フォーム」、もしくは
FAＸから所定の用紙でお申込ください。
※お電話・メールでのお申込は受け付け
ておりません。
【問合せ先】
西南学院　社会連携課
TEL:092-823-3612
FAX:092-823-3172
MAIL:sw-ext@seinan-gu.ac.jp

2021年度後期公開
講座「西南コミュニ
ティーカレッジ」
【大学博物館提供】
博物館資料で学ぶ
キリスト教美術の
世界

キリスト教は、その長い歴史の中で、さまざまな芸術
作品を生み出してきました。それらの芸術作品は、キ
リスト教信仰という普遍性を持つ一方、時代・地域・教
派ごとに異なる特色を形成しています。キリスト教美術
と一言に言っても、それは「多様性に満ちた美術」なの
です。本講座では、西南学院大学博物館の所蔵資料
と共に、多様性に満ちたキリスト教美術の世界を学芸
員が紹介します。

11月19日から12月17日
毎週金曜日
全5回

18時30分から20時
西南コミュニティーセン
ター
（西南学院大学内）

福岡市早良区西新6丁目2
番92号

4,000円（全5回分） 西南学院大学

対象：一般
定員：40名
※先着順に受け付け、定員
になり次第締め切らせてい
ただきます。

ホームページの「申込フォーム」、もしくは
FAＸから所定の用紙でお申込ください。
※お電話・メールでのお申込は受け付け
ておりません。
【問合せ先】
西南学院　社会連携課
TEL:092-823-3612
FAX:092-823-3172
MAIL:sw-ext@seinan-gu.ac.jp

ちくし見聞録第5回 全6回で各回、筑紫地区の五市及び周辺地域の文化
財に関する演題を設定し講演を行う。

11月23日（火曜日） 午前10時から正午
ミリカローデン那珂川（多
目的室）

那珂川市仲2丁目5番1号 100円
那珂川市教育委員会
公益財団法人那珂川
市教育文化振興財団

那珂川市教育委員会文化振興課
電話092-952-2092
ミリカローデン那珂川
電話092-954-2211



事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

福岡国際医療福祉
大学　地域公開講
座

感染対策～手洗いと皮膚の保護～

感染予防の基本は手洗いです。新しい知見に基づい
た具体的な手洗い方法を紹介します。また、皮膚の乾
燥と手荒れの予防に向けて、手の保湿ケアを体験しま
せんか？

11月27日（土曜日）
14時から16時
（受付13時30分）

福岡国際医療福祉大学
看護学部1号館6階実習
室

福岡市百道浜1丁目7番4号 無料
福岡国際医療福祉大
学

対象：学生及び一般の方

定員：100名  参加無料（予
約制）
※先着順に受け付け、定員
になり次第締め切らせてい
ただきます。
※新型コロナウイルス感染
症の流行状況によりオンラ
イン開催に変更の可能性有
り。

大学のホームページまたは電話でご予
約ください。
　福岡国際医療福祉大学　電話：092-
832-1200

関連リンク
https://fiuhw.takagigakuen.ac.jp/contribu
te/course_local/

“介護の日のつど
い” 認知症あった
かホームコンサート
2021

「介護の日」の趣旨について県民に周知を図るととも
に、介護や認知症に関する理解と支援の輪を広げ、
誰もが安心して暮らせる地域をつくることを目的として
実施するイベントです。

11月28日（日曜日） 13時から15時45分 オンライン開催 ZOOMによるリモート会場 参加費無料

・福岡県
・認知症あったかホー
ムコンサート実行委員
会

定員350人
【HP】
http://fukuokagh.sakura.ne.j
p/hp/index.html

070‐2379‐3470
特定非営利活動法人福岡県高齢者グ
ループホーム協議会事務局

事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

3時間で学ぶ著作
権法

受講した方が、実務において利用者の方に、交通
ルールを守りましょうという感覚で著作権法について
説明できることを目指していきます。

令和3年6月24日から令和4
年2月28日

オンライン オンライン

一般5,000円、学生
2,000円
※学生は本学科目等
履修生も含む
※学生は、本学学生
以外も含む

八洲学園大学

（定員）なし
（募集受付）令和4年2月28
日まで
（八洲学園大学ホームペー
ジ）
https://www.yashima.ac.jp/
univ/extension/course/202
1/05/3-8.html

八洲学園大学
公開講座担当
045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp

仕事に活かそうク
ラウドアプリ

身近なクラウドとしてGoogleの無料のクラウドベースの
アプリを、演習を通じて実際に使用し情報を共有する
ことで学びを深め、実社会でも役立つ知識・技能を身
につけることを目的とします。

令和3年9月6日から令和4
年2月28日

オンライン オンライン

一般3,000円、学生
2,000円
※学生は本学科目等
履修生も含む
※学生は、本学学生
以外も含む
※3回セット料金、単
独申込不可

八洲学園大学

（定員）なし
（募集受付）令和4年2月28
日まで
（八洲学園大学ホームペー
ジ）
https://www.yashima.ac.jp/
univ/extension/course/202
1/07/post-587.html

八洲学園大学
公開講座担当
045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp

さよなら土星 季節の星座や天文現象の観望会
11月5日（金曜日）から7日
（日曜日）

19時から21時 白水大池公園　星の館 春日市大字下白水209-171 無料 春日市教育委員会

白水大池公園　星の館　Ｗ
ｅｂサイト
http://www.hoshinoyakata.c
om

春日市地域教育課社会教育・読書推進
担当
電話092-575-4121
（平日9：00から17：00）

天王星をみよう 季節の星座や天文現象の観望会
11月12日（金曜日）から14
日（日曜日）

19時から21時 白水大池公園　星の館 春日市大字下白水209-171 無料 春日市教育委員会

白水大池公園　星の館　Ｗ
ｅｂサイト
http://www.hoshinoyakata.c
om

春日市地域教育課社会教育・読書推進
担当
電話092-575-4121
（平日9：00から17：00）

ヒトのカタチをつく
る細胞の不思議
～幹細胞とがん細
胞のはなし～

私たちのからだは、約200種類、数十兆個の細胞から
形作られています。私たちの寿命はおよそ80年です
が、私たちの細胞は短いものでは数時間から数日で
その役目を終え死滅してしまいます。またある時は、
私たちの細胞は異常な性質を獲得してしまい、がん細
胞へと変貌を遂げることがあります。
この講義では、「幹細胞」と「がん細胞」をキーワード
に、ヒトのカタチをつくる細胞の不思議に迫りたいと思
います。

担当講師：福岡工業大学 工学部 生命環境化学科 教
授　赤木 紀之

11月13日（土曜日） 13時30分から15時
福岡工業大学エクステン
ションセンター

福岡市東区和白東3丁目30
番1号

500円
福岡工業大学エクス
テンションセンター

対象：在学生及び一般の方

定員：対面30名・オンライン
100名  ※先着順に受け付
け、定員になり次第締め切
らせていただきます。

福岡工業大学エクステンションセンター
のホームページまたは電話でご予約くだ
さい。
　福岡工業大学エクステンションセンター
電話：092-606-7089　受付時間 10時か
ら17時（平日）
　福岡工業大学エクステンションセンター
ホームページのお申込み欄より

2.学術・サイエンス・天体



事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

新しい時代の「リー
ダー」としての行動
とは！

今の時代にあった「リーダー」そして「リーダーシップス
タイル」を学びます。

11月14日（日曜日）
※終了後もオンデマンド（録
画）受講可

10時40分から16時10
分 オンライン オンライン

一般5,000円、学生
2,000円
※学生は本学科目等
履修生も含む
※学生は、本学学生
以外も含む
※3回セット料金、単
独申込不可

八洲学園大学

（定員）なし
（募集受付）令和4年2月28
日まで
（八洲学園大学ホームペー
ジ）
https://www.yashima.ac.jp/
univ/extension/course/202
1/09/post-588.html

八洲学園大学
公開講座担当
045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp

はじめてのおもて
なし英語

国際的なイベントが多く開催されるようになり、訪日外
国人の方と出会う機会も増えてきました。講座では、
簡単な英語表現を通して世界の人々とつながり、喜ん
でもらえる「おもてなし英語」を体感してみましょう。

11月17日（水曜日）
10時から11時30分
（受付 9時30分から）

福岡女子大学 福岡市東区香住ケ丘1-1-1 500円 福岡女子大学
対象：一般

定員：なし

電話またはEメールにてご予約ください。
福岡女子大学　地域連携センター　電
話：092-661-2728　受付時間 9時から18
時（平日のみ）
Eメール：
c-renkei4@fwu.ac.jp

満月をみよう 季節の星座や天文現象の観望会
11月19日（金曜日）から21
日（日曜日）

19時から21時 白水大池公園　星の館 春日市大字下白水209-171 無料 春日市教育委員会

白水大池公園　星の館　Ｗ
ｅｂサイト
http://www.hoshinoyakata.c
om

春日市地域教育課社会教育・読書推進
担当
電話092-575-4121
（平日9時から17時）

ゆらぐ人間像
－近現代における
思想と芸術のダイ
ナミズム

19世紀から20世紀にかけて、世界は近代から現代へ
と大きく変貌しました。その過程で世界観や人間像は
激しく動揺し、そこで生まれた問題の多くは未解決の
ままです。それゆえ、当時の思想や文化を振り返るこ
とは、私たちがいま生きている日本の現代、つまり「い
ま・ここ」をも考える契機となるはずです。この講座で
は、西欧を中心に19-20世紀に人間の身体・生命・精
神等のあり方に生じた変化と芸術・文学との間に生じ
たダイナミックな相互作用の諸相に光を当てることで、
当時の文化を新たな視角からとらえなおし、「いま・こ
こ」を生きる私たちの「これから」を展望します。

11月20日（土曜日）から12
月18日（土曜日）

14時から16時 オンライン オンライン 6,500円 九州大学
[申込み用URL]
https://forms.office.com/r/
WbKBcP91sn

九州大学人文社会科学系事務部総務課
庶務第二係
092－802－6307
jbssyomu2@jimu.kyushu-u.ac.jp

星空は秋から冬へ 季節の星座や天文現象の観望会
11月26日（金曜日）から28
日（日曜日）

19時から21時 白水大池公園　星の館 春日市大字下白水209-171 無料 春日市教育委員会

白水大池公園　星の館　Ｗ
ｅｂサイト
http://www.hoshinoyakata.c
om

春日市地域教育課社会教育・読書推進
担当
電話092-575-4121
（平日9時から17時）



3.文化芸術

事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

令和三年度
世界遺産「神宿る
島」宗像・沖ノ島と
関連遺産群公開講
座

第一線で活躍する専門家による本遺産群にかかわる
多様な調査研究の成果と世界遺産の保存管理につい
ての講座。今年度は沖ノ島の奉献品をテーマとして、
全8回13名により講演を実施。

全8回、以下公開日を記
載。
①7月22日（木曜日・祝
日）、② 8月21日（土曜
日）、③ 9月18日（土曜
日）、④ 10月23日（土曜
日）、⑤ 11月20日（土曜
日）、⑥ 12月18日（土曜
日）、⑦ 令和4年1月15日
（土曜日）、⑧ 2月23日（水
曜日・祝日）

13時半より各60分
第8回のみ3時間

①福津市カメリアホール
②から⑦海の道むなかた
館
⑧アクロス福岡円形ホー
ル

この他、動画で後日オン
ライン配信。緊急事態宣
言等の期間と重なった場
合は、原則オンラインでの
配信のみ。

福津市カメリアホール：福津
市津屋崎1丁目7－2
海の道むなかた館：宗像市
深田588
アクロス福岡：福岡市中央
区天神1丁目1－1

無料（インターネット接
続にかかる通信料は
自己負担）

「神宿る島」宗像・沖ノ
島と関連遺産群保存
活用協議会

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保
存活用協議会（事務局：福岡県九州国立
博物館・世界遺産室）
TEL：092-643-3162

九州国立博物館特
別展「海幸山幸-祈
りと恵みの風景-」

海に囲まれ、国土の7割を山林が占める海と山の国、
日本。
 本展では、日本人が古来より豊饒の海、懐深い山に
想いを託して育んできた文化を国宝11点・重要文化財
24点を含む97件によりご紹介します。

10月9日（土曜日）から12月
5日（日曜日）
※月曜日は休館

9時30分から17時
九州国立博物館特別展
室

太宰府市石坂4丁目7番2号

一　般 1,600円 (1,400
円)
高大生 1,000円 (800
円)
小中生 600円 (400円)
＊(　)内は前売り料金
です。販売期間は8月
27日（金曜日）から10
月8日（金曜日）
 ＊上記料金で4階「文
化交流展（平常展）」も
ご観覧いただけます。
 ＊団体料金はありま
せん。
 ＊大学生以下の方は
券売所にて学生証や
生徒手帳等をご提示
ください。

九州国立博物館・福
岡県、西日本新聞社、
テレＱ

九州国立博物館（050-5542-8600 ）

秋の展示
古文書整理速報展
「古文書からの伝
言」
其の二

当館で現在目録作成を進めている大賀禮太郎家文書
（寄託資料）について、その成果を広く市民に公開しま
す。
今回は令和2年度に整理した4,200点の中から、「旅」
に関する文書を中心に展示を行います。

10月9日（土曜日）から12月
12日（日曜日）

9時から17時
（入館は16時30分ま
で）
月曜日休館
（祝日の場合は翌平
日開館日）

筑紫野市歴史博物館
1階企画展示室

筑紫野市二日市南一丁目9
番1号

無料
筑紫野市文化財課
（博物館担当）

筑紫野市歴史博物館
電話（092）922-1911
9時から17時（月曜日休館、祝日と重なっ
たときは開館、翌平日休館）

九州国立博物館特
集展示
琉球王国文化遺産
集積・再興事業 巡
回展
「手わざ - 琉球王
国の文化 -」

古くからアジアの国々との交流によって栄えた琉球王
国。その豊かな文化が育んだ美しい文化財や製作技
術は、近代化や戦禍で多くのものが失われました。こ
の度、失われし「手わざ」を求めて、現代の職人たちが
最新の調査研究をもとに模造復元に取り組みました。
本展では、よみがえった琉球王国の手わざと美の秘
密に迫ります。

10月19日（火曜日）から12
月12日（日曜日）
※月曜日は休館

9時30分から17時
九州国立博物館文化交
流展示室

太宰府市石坂4丁目7番2号
大人700円
大学生350円

沖縄県立博物館・美
術館、九州国立博物
館・福岡県

九州国立博物館（050-5542-8600 ）

甘木歴史資料館秋
季企画展「朝倉三
奈木・品照寺－三
奈木の歴史と文化
財－」

　法喜山品照寺は、朝倉市三奈木に所在する浄土真
宗本願寺派の寺院で、『筑前國続風土記拾遺』による
と戦国時代の天文年間（1532から1555）に理善によっ
て開かれたと伝えられています。今回の展示会では、
品照寺の寺宝である仏画・書画・古文書の中から選り
すぐりの逸品を展示いたします。
　また、三奈木地区の歴史は古く、縄文時代に遡りま
す。興味深い歴史・文化財を併せて紹介します。

10月23日（土曜日）から12
月19日（日曜日）

9時30分から16時30
分（入館は16時まで）

甘木歴史資料館第二展
示室

朝倉市甘木216-2 無料 甘木歴史資料館
甘木歴史資料館
朝倉市甘木216-2
電話/FAX：0946-22-7515

第40回古賀市芸術
文化の祭典

【第一部】朗読と室内楽～宮沢賢治の世界～

【第二部】舞台芸能、芸術作品展示

　
10月24日（日曜日）
11月3日（水曜日）から7日
（日曜日）

10時から17時

リーパスプラザこが
中央公民館大ホール、ホ
ワイエ、
歴史資料館ギャラリーほ
か

古賀市中央2丁目13-1 無料 古賀市

大ホール定員：400人（予
定）

※NPO法人古賀市文化協
会委託事業

古賀市文化課文化振興係
電話：092—940—2683



事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

近代日本絵画の名
作展－ひろしま美
術館コレクション－

青木繁、黒田清輝、岸田劉生、横山大観といった近代
日本を彩る56人の作家による洋画と日本画の名作約
70点を展示し、明治から大正、昭和へ至る近代日本美
術史の流れを学び、深く味わう展覧会である。

10月29日（金曜日）から12
月26日（日曜日）

10時から18時
(入場は17時30分ま
で)

福岡県立美術館 3階 福岡市中央区天神5-2-1
一般1,200円、高大生
800円、小中生500円

福岡県立美術館、
RKB毎日放送、西日
本新聞社

TEL(092)715-3551

ミュージアムトーク きらきら輝く金属器-シルクロードの恵み- 11月2日（火曜日） 15時から15時20分
九州国立博物館4階文化
交流展示室ミュージアム
シアター

太宰府市石坂4丁目7番2号
無料（ただし、文化交
流展観覧料が必要）

九州国立博物館 九州国立博物館（050-5542-8600 ）

甘木歴史資料館第
3回パネル展「朝倉
三奈木の文化財」

三奈木地区の歴史・文化財について、パネルを用いて
ご紹介します。

11月2日（火曜日）から12月
19日（日曜日）

9時30分から16時30
分（入館は16時まで）

甘木歴史資料館2階ロ
ビー

朝倉市甘木216-2 無料 甘木歴史資料館
甘木歴史資料館
朝倉市甘木216-2
電話/FAX：0946-22-7515

文化の日特別記念
講演｢近代洋画と
九州、そして福岡」

日本の近代美術を牽引した九州出身の洋画家たちに
スポットを当て、近代日本洋画の神髄に浸っていただ
く講演会。
講師：高山百合(福岡県立美術館学芸員)、佐々木奈
美子(久留米市美術館学芸員)

11月3日（水曜日・祝日）
13時30分から15時
(受付13時から)

九州国立博物館 1階
ミュージアムホール

太宰府市石坂4-7-2 無料 福岡県立美術館

定員:140名(予約制)
※県立美術館に電話かFAX
で必要事項(1参加者氏名 2
電話番号)をお伝えくださ
い。

TEL(092)715-3551
FAX(092)715-3552

アジア塾「アジア女
性の働き方と暮ら
しを考える：日韓イ
ンド比較」

　アジアの女性たちの仕事と暮らしは、めまぐるしく変
化をとげる現代社会の中で、どのように変容しつつあ
るのかを考える講座です。
　今回の講座では、日本女性の働き方と暮らしの実態
を、韓国・インドのそれとの比較を通して理解し、各社
会が直面する課題の特徴と将来的展望を考えます。

（全3回）
①11月 6日(土曜日)
②11月20日(土曜日)
③11月27日(土曜日)

14時から15時30分
（受付13時30分）

筑紫女学園大学 太宰府市石坂2-12-1 無料
筑紫女学園大学
社会連携センター

筑紫女学園大学
社会連携センター
〒818-0192
太宰府市石坂2丁目12-1
TEL（092）925-9685
FAX（092）925-9683
E-mail：gakushu@chikushi-u.ac.jp

高校生のための
「未来構想デザイ
ン」講座
実技（表現・対話）
編

高校生を対象に，「未来構想デザインコース」の教育・
研究内容を知ってもらえるよう「高校生のための未来
構想デザイン講座 実技（表現・対話）編」を開講しま
す。
「未来構想デザインコース」の概要や考え方、未来構
想デザインコースの”アート＆デザイン”、”社会構
想”、”情報・生物”各分野の「模擬授業」と総合的に
「未来構想デザインコース」を経験してもらうための
「ワークショップ」を行います。その他、質疑応答の時
間の時間をしっかりもうけます。

11月13日（土曜日） 13時から17時 九州大学大橋キャンパス 福岡市南区塩原4-9-1 無料 九州大学
九州大学芸術工学部学務課教務係
092－553－4631
gkgextension@jimu.kyushu-u.ac.jp

第4回那珂川市民
文化祭

　文化祭を通して日常的に親しみやすいふるさとの文
化を広く紹介し参加者に自然・芸術・文化に触れる機
会をつくり、心豊かなコミュニケーションの広がりに寄
与することを目的とし実施する。
　展示・映像での舞台発表に加え、子ども向け制作
ブースや史跡めぐりツアーなども企画している。

11月13日（土曜日）から14
日（日曜日）

10時から15時
・ミリカローデン那珂川
・ふれあいこども館
・那珂川市中央公民館

・ミリカローデン那珂川
・ふれあいこども館
那珂川市仲2丁目5番1号
・那珂川市中央公民館
那珂川市後野1丁目5番1号

無料
那珂川市民文化祭実
行員会

那珂川市民文化祭実行委員会事務局

那珂川市文化協会
電話092-953-2080
ミリカローデン那珂川
電話092-954-2211
那珂川市教育委員会文化振興課
電話092-952-2092

きゅーはく☆とって
おき講座

琉球王国の文化 11月14日（日曜日） 13時30分から15時
九州国立博物館ミュージ
アムホール

太宰府市石坂4丁目7番2号 無料 九州国立博物館 九州国立博物館（050-5542-8600 ）

ミュージアムトーク 大宰府を守れ-大野城と鞠智城- 11月16日（火曜日） 15時から15時20分
九州国立博物館4階文化
交流展示室ミュージアム
シアター

太宰府市石坂4丁目7番2号
無料（ただし、文化交
流展観覧料が必要）

九州国立博物館 九州国立博物館（050-5542-8600 ）

第11回裂田溝ライ
トアップ

『日本書紀』にも記載があり、疎水百選や日本遺産『古
代日本の「西の都」から東アジアとの交流拠点から』に
おける構成文化財の1つとなっている裂田溝（古代人
工用水路）を、貴重な地域の財産として共有し、その
魅力を紹介することに加え、後世に伝えるため保存・
継承の必要性を広くアピールします。

11月20日（土曜日）
17時から20時30分

那珂川市山田区(伏見神
社)～安徳区(カワセミ公
園)

那珂川市 無料
裂田溝ライトアップ実
行委員会

裂田溝ライトアップ実行委員会事務局

電話080-2792-4085



事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

明太子の誕生秘話
～　ドラマ「めんた
いぴりり」裏話

今や博多の味の代表格となった辛子明太子。
その歴史は博多・中洲の小さな食料品店から始まりま
した。
ふくや創業者・川原俊夫が独自の製法で明太子をつく
り、販売したのは昭和24年1月10日。
売れない日が続いても諦めることなく味の改良を重
ね、次第に口コミで評判となりました。
明太子の製法特許取得を勧められても固辞し、作り方
を公開した父・俊夫。その思いを、俊夫がモデルとな
り、ドラマや映画、また舞台化された「めんたいぴりり」
で紹介されたエピソードの裏話とともにご紹介いたしま
す。

担当講師：株式会社ふくや 代表取締役会長　川原
正孝

11月20日（土曜日） 10時から11時30分
福岡工業大学エクステン
ションセンター

福岡市東区和白東3-30-1 500円
福岡工業大学エクス
テンションセンター

対象：在学生及び一般の方

定員：対面30名・オンライン
100名  ※先着順に受け付
け、定員になり次第締め切
らせていただきます。

福岡工業大学エクステンションセンター
のホームページまたは電話でご予約くだ
さい。
　福岡工業大学エクステンションセンター
電話：092-606-7089　受付時間 10時か
ら17時（平日）
　福岡工業大学エクステンションセンター
ホームページのお申込み欄より

10代のためのパ
フォーミングアーツ
ショップ「ＫＩＴＥ
Ｎ！」

【演劇】謎解きはド
ラマチックに

　西市民センターを使った謎解きを自分たちで作りま
す。
　演劇の「見立て」の力を使って、センターが色々な場
所に大変身！参加者が主人公になれるような「謎解き
公演」づくりに挑戦してみませんか？必要なのはあな
たの想像力です！
　進行役：田坂　哲郎

11月23日(火曜日・祝日) 13時30分から17時
福岡市立
西市民センター

福岡市西区内浜
1丁目4-39

500円
福岡市立西市民セン
ター

対象：10代(10-19歳)
申込方法：メールで、または
西市民センター特設ホーム
ページから。
定員：20名程度(先着順受付
中のため、定員に達してい
る可能性あり)

福岡市立西市民センター
メール：entry@nishi-civic-center.jp
特設ホームページ：https://www.nishi-
civic-center.jp/kiten
電話：092-891-7021
FAX：092-891-0503

太宰府キャンパス
ネットワーク会議公
開講座
日本経済大学SDG
ｓ講座

ライフ・ヒストリー　水とお茶の歴史・文化に学ぶ～生
命・養生・長寿の知恵～　　講師は日本経済大学経済
学部経済学科教授　竹川克幸　㈱ＱｕｉｃｋＣｏｎｎｅｃｔ代
表取締役社長　姜來秀（カンレス）

11月25日（木曜日）
18時30分から20時30
分

三十三茶屋（太宰府市）

太宰府市観世音寺2丁目1-
1

℡092-923-5511

参加費　1000円
※飲食代　軽食・菓
子・お茶付

日本経済大学地域連
携センター

定員一般10名（高校生以
上）　　　　　　　　　対面形式
で開催（予定）※3名以上で
開催

日本経済大学のホームページの公開講
座申し込みフォームからお申込み下さ
い。
https://www.jue.ac.jp/for_alumni/public_p
rogram/　事前申し込みが必要　問い合
わせ先　日本経済大学地域連携センター
℡092－921－9814

クリスマス リースベ
ル作り

クリスマスリースにベルをつけて、リースをリボンやクリ
スマス花材でデコレーションします。デコレーションの
仕方は自由です。
世界にひとつだけの「クリスマスリースベル」を作って
みませんか？
ベル（鈴）は風水では厄除け、浄化作用があると言わ
れています。また、音が鳴ることで金運アップとも言わ
れています。
作品サイズ：リース部分直径約15cm、ベル部分を含ん
だ長さ約35cm。

担当講師：IPS協会認定プリザーブドフラワー1級技能
士　西野 理恵

11月27日（土曜日） 10時から11時30分
福岡工業大学エクステン
ションセンター

福岡市東区和白東3丁目30
番1号

1,500円
別途材料費：2,000円

福岡工業大学エクス
テンションセンター

対象一般の方

定員：10名  ※先着順に受
け付け、定員になり次第締
め切らせていただきます。

福岡工業大学エクステンションセンター
のホームページまたは電話でご予約くだ
さい。
　福岡工業大学エクステンションセンター
電話：092-606-7089　受付時間 10時か
ら17時（平日）
　福岡工業大学エクステンションセンター
ホームページのお申込み欄より

音楽による「ともい
き」のこころみ
～インドネシアの青
銅楽器ガムランと
音楽療法

　音楽は目に見えない力で人と自然、人と人を結び付
ける力を持っています。この講座は、実際にガムラン
演奏を聞いて音色に触れるオープニングの後、その音
楽の特色と、音楽療法の考え方を学ぶ第一部と、ガム
ラン演奏にチャレンジする第二部からなります。
　インドネシアの青銅楽器ガムランの魅惑的な音色に
触れ、音楽の持つ「ともいき」の力を感じて下さい。

11月27日(土曜日)
13時から16時
（受付12時30分）

浄満寺門徒会館 福岡市中央区地行2-3-3 無料
筑紫女学園大学
社会連携センター

筑紫女学園大学
社会連携センター
〒818-0192
太宰府市石坂2丁目12-1
TEL（092）925-9685
FAX（092）925-9683
E-mail：gakushu@chikushi-u.ac.jp

SPレコード・蓄音機
で楽しむ昭和芸能
文化
～雪月花の世界～

独特な音色で今も人を魅了するSPレコードと蓄音機。
今回は「雪月花」をテーマとして美しい自然を讃える
歌・音楽・演劇等を紹介し、世相・演者の解説とともに
昭和初期の多様な芸能を蓄音機最高峰クレデンザに
より鑑賞して頂きます。芸能文化史の貴重な証人、音
のタイムカプセルであるSPレコードの世界をお楽しみ
下さい。

11月27日（土曜日） 15時から17時30分 九州大学大橋キャンパス 福岡市南区塩原4-9-1 無料 九州大学
九州大学芸術工学部学務課教務係
092－553－4631
gkgextension@jimu.kyushu-u.ac.jp

顔の不思議を探る
－顔学への招待－
（横浜HC塾withラ
イブ）

テーマ「仏像とキャラクターの顔－その共通点と秘密
を探る－」

11月28日（日曜日） 14時から17時 オンライン オンライン
一般2,000円、学生
1,000円

八洲学園大学

（定員）なし
（募集受付）令和3年11月27
日まで
（八洲学園大学ホームペー
ジ）
https://www.yashima.ac.jp/
univ/extension/course/202
1/07/hcwith-2.html

八洲学園大学
公開講座担当
045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp



事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

ミュージアムトーク お経のかたち（仮） 11月30日（火曜日） 15時から15時20分
九州国立博物館4階文化
交流展示室ミュージアム
シアター

太宰府市石坂4丁目7番2号
無料（ただし、文化交
流展観覧料が必要）

九州国立博物館 九州国立博物館（050-5542-8600 ）

事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

体調をととのえる
「寝起きの不調と
対処法」

朝の不調のメカニズムを知ることで、日常生活の工夫
や改善の方法を提案します。

令和3年4月1日から令和4
年2月28日

オンライン オンライン 2,000円（税込） 八洲学園大学

（定員）なし
（募集受付）令和4年2月28
日まで
（八洲学園大学ホームペー
ジ）
https://www.yashima.ac.jp/
univ/extension/course/202
1/06/-2021-5.html

八洲学園大学
公開講座担当
045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp

体調をととのえる
「寝入りや睡眠の
不調と対処法」

睡眠機構とその不調のメカニズムを知ることで、よい
睡眠を得るための日常生活習慣の工夫や改善の方
法を提案します。

令和3年4月1日から令和4
年2月28日

オンライン オンライン 2,000円（税込） 八洲学園大学

（定員）なし
（募集受付）令和4年2月28
日まで
（八洲学園大学ホームペー
ジ）
https://www.yashima.ac.jp/
univ/extension/course/202
1/06/post-585.html

八洲学園大学
公開講座担当
045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp

体調をととのえる
「生活リズムの不
調と対処法」

忙しい現代における生活リズム維持の脆弱性と改善
の工夫について提案します。また、海外旅行における
時差ぼけの機序と対処法についても、併せて紹介しま
す。

令和3年4月1日から令和4
年2月28日

オンライン オンライン 2,000円（税込） 八洲学園大学

（定員）なし
（募集受付）令和4年2月28
日まで
（八洲学園大学ホームペー
ジ）
https://www.yashima.ac.jp/
univ/extension/course/202
1/06/post-584.html

八洲学園大学
公開講座担当
045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp

体調をととのえる
「体温調節と発熱、
冷え性・低体温症
の予防」

ヒトが平熱を保つ仕組みを踏まえて、体調が悪くなると
発熱する機序や合理的理由を学びます。
また、体温調節異常としての冷え性や凍傷・子どもに
多く見られる低体温症の機序と生活の中での予防法
を提案します。

令和3年4月1日から令和4
年2月28日

オンライン オンライン 2,000円（税込） 八洲学園大学

（定員）なし
（募集受付）令和4年2月28
日まで
（八洲学園大学ホームペー
ジ）
https://www.yashima.ac.jp/
univ/extension/course/202
1/06/-2021-2.html

八洲学園大学
公開講座担当
045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp

体調をととのえる
「発汗と脱水、暑さ
への対処法」

「運動」「暑さ」「緊張」「食事」など場面ごとの発汗の機
序と役割を解説し、脱水や無理な補水でおこる水中毒
などの健康リスクと予防法を紹介します。
また、正装時などでの「汗をかかない方法」や運動時
のパフォーマンスと汗の関係についても紹介します。

令和3年4月1日から令和4
年2月28日

オンライン オンライン 2,000円（税込） 八洲学園大学

（定員）なし
（募集受付）令和4年2月28
日まで
（八洲学園大学ホームペー
ジ）
https://www.yashima.ac.jp/
univ/extension/course/202
1/06/-2021-1.html

八洲学園大学
公開講座担当
045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp

体調をととのえる
「頭痛・筋肉痛、慢
性痛の予防と対処
法」

痛みの機能と機序を理解し、日常生活における痛み
発作の予防や予兆の察知、痛みを助長する要注意食
品について紹介します。

令和3年4月1日から令和4
年2月28日

オンライン オンライン 2,000円（税込） 八洲学園大学

（定員）なし
（募集受付）令和4年2月28
日まで
（八洲学園大学ホームペー
ジ）
https://www.yashima.ac.jp/
univ/extension/course/202
1/06/-2021.html

八洲学園大学
公開講座担当
045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp

4.健康・スポーツ・自然



事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

正しい姿勢と
ウォーキングで美
しく！健康に！

コロナ禍の今、自粛期間中の運動不足による全身の
筋力低下や基礎体力の低下が問題になっています。
まずはご自分の姿勢を見直して日々の生活スタイル
の改善を意識してみませんか？
姿勢を正す。歩き方に気をつける。そして、一番大事
なことは笑顔になること。笑ってNK細胞を活発にしま
せんか？
ほんの少しの意識と努力で美と健康は手に入れること
ができます！

担当講師：FPTインストラクター 健康実践指導者・
JDSF A級指導員　玉利 伸子

11月8日（月曜日） 13時から14時15分
福岡工業大学エクステン
ションセンター
8階

福岡市東区和白東3丁目30
番1号

1,500円（資料代含む）
福岡工業大学エクス
テンションセンター

対象：一般の方

定員：15名
※先着順に受け付け、定員
になり次第締め切らせてい
ただきます。
持参品：運動靴・水分補給
の飲み物・動きやすい服装

福岡工業大学エクステンションセンター
のホームページまたは電話でご予約くだ
さい。
　福岡工業大学エクステンションセンター
電話：092-606-7089　受付時間 10時か
ら17時（平日）
　福岡工業大学エクステンションセンター
ホームページのお申込み欄より

太宰府キャンパス
ネットワーク会議公
開講座
日本経済大学SDG
ｓ講座

大塚製薬健康セミナー　-免疫力の維持に役立つ日常
生活へのヒント！乳酸菌B240で体調管理-
日本経済大学と大塚製薬福岡支店との包括連携協定
締結記念の公開講座です。
講師は大塚製薬福岡支店・健康経営アドバイザー　大
田原美奈子氏

11月17日（水曜日） 13時から14時
日本経済大学福岡キャン
パス

太宰府市五条3丁目11番25
号

無料
日本経済大学地域連
携センター

定員一般20名（高校生以
上）　　　　　　　　　対面形式
で開催（予定）
※5名以上で開催

日本経済大学のホームページの公開講
座申し込みフォームからお申込み下さ
い。
https://www.jue.ac.jp/for_alumni/public_p
rogram/
事前申し込みが必要。
問い合わせ先　日本経済大学地域連携
センター℡092－921－9814

ファミリーキャンプ
基礎講座

子どもの生活習慣の定着、協調性・主体性などを育む
ため、地域人材を活用しながら「鍛ほめ福岡メソッド」
を取り入れた体験活動の充実を図ります。

11月20日（土曜日）から21
日（日曜日）

12時30分（1日目）か
ら12時（2日目）

福岡県立社会教育総合
センター

〒811-2402
糟屋郡篠栗町大字金出
3350－2

福岡県立社会教育総
合センター

福岡県立社会教育総合センター　学習サ
ポート室
092-947-3511

令和3年度　第一
薬科大学市民公開
講座

本講座では、身近な「健康」「漢方」「看護」をキーワー
ドに最新の情報や話題を取り上げて知識や情報を広く
一般の方々に提供を行い「健康で活気のある生活」を
目的に市民公開講座を年に5回の開催致します。 本
年度はオンラインによる講座を行います。
講演テーマ
「聞いて得する眠りの話」

12月13日（月曜日）12月20
日（月曜日）

9時から17時

第一薬科大学ホームペー
ジ
（第一薬科大学市民公開
講座）

福岡市南区玉川町22番1号 無料 第一薬科大学

対象：学生及び一般の方

 本年度はオンラインによる
講座を行います。

第一薬科大学　総務課　電話：092-541-
0161

事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

はじめてチャレン
ジ！ドキドキキャン
プ

幼少期からの体験活動の重要性にかんがみ、様々な
体験活動にチャレンジさせ、その過程を褒めることで、
自己肯定感や規範意識、コミュニケーション力を高め
るとともに、基本的生活習慣の定着を図る。

11月13日（日曜日） 9時から15時
福岡県立社会教育総合
センター

〒811-2402
糟屋郡篠栗町大字金出
3350－2

福岡県立社会教育総
合センター

福岡県立社会教育総合センター　学習サ
ポート室
092-947-3511

子育てわくわく講座
「赤ちゃんと遊ぼう
♪」

赤ちゃんとの時間がグンと楽しくなる遊びや発達に応
じた子どもとの関わり方をお伝えします。 11月20日（土曜日）

14時から15時 福岡女子短期大学
太宰府市五条四丁目16番1
号

無料 福岡女子短期大学

（定員）0歳児の親子10組(先
着受付)
（募集受付）令和3年11月18
日まで
（福岡女子短期大学ホーム
ページ）
https://www.fukuoka-
wjc.ac.jp/osirase/kouza/lec
-schedule.html
※お車でお越しの場合は、
無料の駐車場をご利用いた
だけます。

福岡女子短期大学
庶務課
（電話：092-922-4034）

雇用機会均等・仕
事と家庭の両立支
援研修会

雇用の機会均等及び両立支援に関する企業の認識
や理解を深めることで、県内企業における男女の機会
均等及び仕事と家庭の両立に向けた職場づくりを促
進するもの。

11月26日（金曜日） 未定 WEB形式 WEB形式 無料
福岡県 福岡県福祉労働部新雇用開発課

連絡先：092-643-3586

5.子育て・青少年育成



事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

筑紫想い出カフェ
2021
～地域回想法によ
る「博福連携」のこ
ころみ～

　地域回想法は、博物館資料を用いた高齢者福祉領
域の活動として着目されています。本企画では、本学
博物館学芸員課程の学生ボランティアによる地域回
想法活動取り組みの成果発表の後、これまで学芸員
として回想法をふくむ高齢者プログラムに携わってこら
れた方々を交えて意見交換を行います。これからの高
齢化社会における博物館と福祉の連携の可能性を探
ります。

11月30日(火曜日)
16時30分から18時
（受付16時から）

筑紫女学園大学
太宰府市石坂2丁目12番1
号

無料
筑紫女学園大学
社会連携センター

筑紫女学園大学
社会連携センター
〒818-0192
太宰府市石坂2丁目12-1
TEL（092）925-9685
FAX（092）925-9683
E-mail：gakushu@chikushi-u.ac.jp

事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

女性のための就職
サポートセミナー1

再就職を考える女性を支援するセミナー
「自分自身の人生を生きる上で大切にしたいことは？
一緒に考え就職活動を始めましょう！」

11月4日（木曜日） 10時から12時
筑紫野市生涯学習セン
ター学習室5

筑紫野市二日市南1－9－3 無料
筑紫野市
人権政策・男女共同
参画課

要申込

筑紫野市
人権政策・男女共同参画課
092－918－1311
申込みは市ホームページからもできま
す。

女性のための就職
サポートセミナー2

再就職を考える女性を支援するセミナー
「応募書類の書き方と面接対策」

11月8日（月曜日） 10時から12時
筑紫野市生涯学習セン
ター学習室5

筑紫野市二日市南1－9－3 無料
筑紫野市
人権政策・男女共同
参画課

要申込

筑紫野市
人権政策・男女共同参画課
092－918－1311
申込みは市ホームページからもできま
す。

県民講座2021-
2022
【第3回】

【演題】ジェンダーで読み解く「性」と
スポーツ

【講師】藤井 雅人さん
（福岡大学スポーツ科学部　教授）

11月13日（土曜日）
13時30分から15時30
分

クローバープラザ7階
視聴覚研修室

春日市原町3丁目1－7

無料（要申込）

福岡県人権啓発情報
センターのホームペー
ジにてお申し込み下さ
い。

【HP】
https://www.fukuokak
en-
jinken.or.jp/informatio
ns/lecture.html

福岡県
福岡県人権啓発情報
センター

対象：県民の皆様

手話通訳、要約筆記（事前
申込みが必要）あり

※新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により、オンラ
イン講座に変更の可能性あ
り。

福岡県人権啓発情報センター

【TEL】
092-584-1271

【HP】
https://www.fukuokaken-jinken.or.jp/

行列のできる女性
弁護士が語る
結婚のリアル
～大切なことっ
て？～

DV防止セミナー
結婚を考えるとき、大切にしたいことは何か。お互いを
尊重しあえる関係性について考えます。

11月20日（土曜日） 10時から12時
筑紫野市生涯学習セン
ター視聴覚室

筑紫野市二日市南1－9－3 無料
筑紫野市
人権政策・男女共同
参画課

要申込
Zoom参加も可

筑紫野市
人権政策・男女共同参画課
092－918－1311
申込みは市ホームページからもできま
す。

環境課主催講座
「片付けのプロも実
践。リバウンドしな
い部屋にするため
の5つのコツ」

キレイにしても気づけば散らかるお部屋。物の買い方
が原因かも？あなたに合った片付けのポイントを学び
ましょう。

11月20日（土曜日） 10時から12時
生涯学習センター3階
視聴覚室

筑紫野市二日市南1丁目9
番3号

無料 筑紫野市環境課

環境課までお電話または市HPからお申
し込みください。
環境課　(092)923-1111
HP
（https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/
soshiki/29/14630.html）

環境課主催講座
「生ごみを肥料
に！ベランダでつく
る寄せ植え講座」

生ごみで作るダンボールコンポスト肥料の作り方と、
ベランダでできる花の寄せ植え講座です。

11月20日（土曜日）
10時30分から12時30
分

生涯学習センター3階
学習室5

筑紫野市二日市南1丁目9
番3号

無料
※材料費として1500
円徴収

筑紫野市環境課

環境課までお電話または市HPからお申
し込みください。
環境課　(092)923-1111
HP
（https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/
soshiki/29/14630.html）

7.環境・男女共同参画

6.福祉・ボランティア



事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

環境課主催講座
「親子でできる！自
然観察の始めか
た」

街中でも、親子でも！生きもののプロが、身近な生物
の見つけ方を紹介する親子向け講座です！簡単な工
作もあります。

11月20日（土曜日） 11時から12時30分
生涯学習センター3階
学習室6

筑紫野市二日市南1丁目9
番3号

無料 筑紫野市環境課

環境課までお電話または市HPからお申
し込みください。
環境課　(092)923-1111
HP
（https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/
soshiki/29/14630.html）

人権週間イベント
映画上映会

映画「82年生まれ、キム・ジヨン」 11月21日（日曜日）

午前の部：10時30分
から12時30分
午後の部：14時から
16時

クローバープラザ1階
クローバーホール 春日市原町3丁目1－7 無料（申込不要）

福岡県人権啓発情報
センター

対象：県民の皆様

※新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により、変更
の可能性あり。

福岡県人権啓発情報センター

【TEL】
092-584-1271

【HP】
https://www.fukuokaken-jinken.or.jp/

健康的な光環境と
は

国際ガン研究機関は生体リズムが乱れるシフトワーク
を「恐らく発がん性がある」と定義している。ヒトの生体
リズムは光から最も強く影響を受けることから、ヒトに
適した光環境について紹介します。

11月25日（木曜日）
10時から11時30分
（受付 9時30分から）

福岡女子大学
福岡市東区香住ケ丘1丁目
1番1号

500円 福岡女子大学
対象：一般

定員：なし

電話またはEメールにてご予約ください。
福岡女子大学　地域連携センター　電
話：092-661-2728　受付時間 9時から18
時（平日のみ）
Eメール：c-renkei4@fwu.ac.jp

イノベーション創出
力を持った女性
リーダー育成プロ
グラム

来年で7年目を迎える本プログラムの、講座説明会及
び体験ワークショップとして、「社会人の学び方～アフ
ターコロナ時代の新しい学び姿とは～」と題し、プログ
ラムにおける学びのスタイルを体験していただきます。

11月27日（土曜日）
13時30分から15時30
分

オンライン(Zoom) オンライン(Zoom) 無料 福岡女子大学
対象：一般

定員：40名

電話またはEメールにまたはFAXにてご
予約ください。
福岡女子大学　地域連携センター
電話：092-692-3198
受付時間 9:00から17:00（平日のみ）
Eメール：manabi-info@fwu.ac.jp
FAX：092-692-3220

あすばる男女共同
参画フォーラム
2021

オンラインで基調講演や講演会、ワークショップなどの
県民企画事業を配信。
基調講演では、林伴子さん（内閣府男女共同参画局
長）を講師に迎え、「すべての人が輝く令和の社会へ
～もっと前に もっと強く もっと優しく～」をテーマにご講
演いただく。

11月27日（土曜日）から12
月4日（土曜日）
※前日祭：11月26日（金曜
日）

10時から17時
※前日祭：13時から
15時

オンライン オンライン

福岡県、福岡県男女
共同参画センター「あ
すばる」、福岡県男女
共同参画推進連絡会
議（ふくおかみらい
ねっと）

あすばるホームページ
（https://www.asubaru.or.jp/
）

092-584-1261（福岡県男女共同参画セ
ンター「あすばる」）

事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

「図書館の自由に
関する宣言」を読
み解く

図書館で働くという意味を90分で確立していき、仕事
へのやりがいをより充実させることを目的とします。

令和3年9月17日から令和4
年2月28日

オンライン オンライン

一般3,000円、学生
1,000円
※学生は本学科目等
履修生も含む
※学生は、本学学生
以外も含む

八洲学園大学

（定員）なし
（募集受付）令和4年2月28
日まで
（八洲学園大学ホームペー
ジ）
https://www.yashima.ac.jp/
univ/extension/course/202
1/07/post-586.html

八洲学園大学
公開講座担当
045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp

令和3年度
としょかんまつり

図書館開館30周年イベントとして開催
・ブックリサイクル
・利用者がおすすめの本を紹介する「みんなの本棚」
・子ども向けスタンプラリー

10月19日（火曜日）から11
月23日（火曜日）

・ブックリサイクル
10月28日（木曜日）から11
月23日（火曜日）
・スタンプラリー
11月20日（土曜日）から11
月23日（火曜日）

10時から18時
（開館時間内）

志免町立町民図書館

※ブックリサイクルのみ2
階エレベーターホール

志免町志免中央一丁目3番
1号

無料 志免町立町民図書館 来館者 電話（092）935-1007

8.読書・図書館事業



事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

令和3年度福岡県
消費生活サポー
ター育成講座

悪質商法や製品事故等による消費者被害を防止する
ため、消費者被害について基礎的な知識を習得し、高
齢者等への情報提供や見守り活動を行うボランティア
である「消費生活サポーター」を育成する講座をWEB
上で動画配信しています。

配信期間：令和3年8月23日
から令和4年3月4日

左記の開催期間中は
時間を問わずいつで
も受講可能

福岡県消費生活センター
ホームページから動画視
聴により受講可能

福岡市博多区吉塚本町13
番50号（福岡県消費生活セ
ンターの所在地）

受講料無料
福岡県消費生活セン
ター

講座は全4講座、1講座15分
から20分程度。受講後のサ
ポーター登録については、
一部登録不可の市町村あ
り。登録可能な市町村につ
いては、センターホームペー
ジに掲載中。

福岡県消費生活センター（事務室）：092
－632－1600

防災講話（災害か
ら学ぶこと～実践
編）

近年、九州において発生した災害について、写真を交
え紹介するとともに、令和2年7月に発生した大雨に伴
う球磨川氾濫における自衛隊の災害派遣活動等につ
いて紹介します。
これらの災害等から得た貴重な教訓を紹介し、災害に
対する処置・対策について学ぶほか、災害現場におい
て身の周りのもので実施できる患者搬送要領、救急処
置、照明の確保、水の確保等の実践的な知識を学び
ます。
※一部、受講者参加型講話になりますが、オンライン
受講の方は実体験はできませんのであらかじめ、ご了
承ください。

担当講師：自衛隊福岡地方協力本部 募集課長　青木
操

11月10日（水曜日） 10時30分から12時
福岡工業大学エクステン
ションセンター

福岡市東区和白東3丁目30
番1号

無料
福岡工業大学エクス
テンションセンター

対象：在学生及び一般の方

定員：対面30名・オンライン
100名  ※先着順に受け付
け、定員になり次第締め切
らせていただきます。

福岡工業大学エクステンションセンター
のホームページまたは電話でご予約くだ
さい。
福岡工業大学エクステンションセンター
電話：092-606-7089
受付時間 10時から17時（平日）
福岡工業大学エクステンションセンター
ホームページのお申込み欄より

パネル展「古賀に
縁のある先人を知
る」

立花家と薦野増時・米多比鎮久に焦点をあて、パネル
で紹介します。

11月14日（日曜日）から24
日（水曜日）

10時から18時
リーパスプラザこが
歴史資料館
ギャラリー

古賀市中央2丁目13-1 無料 古賀市教育委員会
月曜休館

9月の再延期分

古賀市立歴史資料館
電話：092—944—6214

プログラミングって
何だろう？【反復】
 小学3・4年生対象

プログラミングでは「順序」や「分岐」、「反復」といった
考え方が非常に大切です。
これらの基礎について、さまざまな事例を知り、体験的
に学ぶことで、論理的思考力を高めます。
本講座は初めて体験する方を対象としておりますので
どなたでも安心して参加することができます。
プログラムに必要な「反復」とはどんなものか？につい
て学びます。

担当講師：福岡工業大学短期大学部 教授　石塚 丈
晴
福岡工業大学短期大学部 准教授　弘中 大介

11月14日（日曜日） 10時から12時
福岡工業大学エクステン
ションセンター

福岡市東区和白東3丁目30
番1号

500円
福岡工業大学エクス
テンションセンター

対象：小学3年生・4年生

定員：対面16名　※先着順
に受け付け、定員になり次
第締め切らせていただきま
す。

福岡工業大学エクステンションセンター
のホームページまたは電話でご予約くだ
さい。
福岡工業大学エクステンションセンター
電話：092-606-7089
受付時間 10時から17時（平日）
福岡工業大学エクステンションセンター
ホームページのお申込み欄より

イキイキ若々しい
お肌の育み方レッ
スン

年齢的なお顔のお悩み、「色、面、線」を踏まえたアン
チエイジングスキンケア方法を実習頂きます。
一部メークもご案内致します。
ご自宅でのケアに取り入れることで若々しい毎日をお
手伝いします。

担当講師：資生堂正規契約店 eru　代表 鈴木　美圭

11月17日（水曜日） 10時から11時30分
福岡工業大学エクステン
ションセンター

福岡市東区和白東3丁目30
番1号

1,500円
福岡工業大学エクス
テンションセンター

対象：一般の方

定員：20名  ※先着順に受
け付け、定員になり次第締
め切らせていただきます。
持参品：スタンドタイプの
鏡、ヘアターバンや髪留め、
メーク用具(頬紅や眉書き用
具等)、ケープやタオル30cm
×70cmくらいの大きさ(洋服
が汚れないために使用いた
だきます)

福岡工業大学エクステンションセンター
のホームページまたは電話でご予約くだ
さい。
福岡工業大学エクステンションセンター
電話：092-606-7089
受付時間 10時から17時（平日）
福岡工業大学エクステンションセンター
ホームページのお申込み欄より

9.その他の分野



事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

“フリマアプリ”のし
くみやコツはある！
　プチおこづかいを
増やすには？

増えてきたおうち時間で、プチおこづかい稼ぎでるか
も！？
フリマアプリは、気になっているけれど「どうしたらいい
の？」を解消します！
“メルカリのしくみ” から以下のポイントを学んでいただ
けます。
・商品の撮影・撮影した写真を良くみせるコツ・出品欄
に書くこと・発送するときにすること・タグ付け・タグの
選び方　など。
前半をテキストを使用した座学、昼食後の後半に実際
に出品する実践を行います。

参加の条件：＊メルカリアプリをインストールしている
＊メルカリで 買い物をした経験がある　＊スマホで写
真を撮影できる　＊撮影した写真が、どこにあるかが
分かっている

担当講師：株式会社connect pro　橘高 千里

11月19日（金曜日） 10時から15時
福岡工業大学エクステン
ションセンター

福岡市東区和白東3丁目30
番1号

3,000円
※別途教材費：500円

福岡工業大学エクス
テンションセンター

対象：在学生及び一般の方

定員：10名
※先着順に受け付け、定員
になり次第締め切らせてい
ただきます。
持参品：スマートフォンまた
はノートPC、出品したい品
物1つ、充電器、昼食

福岡工業大学エクステンションセンター
のホームページまたは電話でご予約くだ
さい。
福岡工業大学エクステンションセンター
電話：092-606-7089
受付時間 10時から17時（平日）
福岡工業大学エクステンションセンター
ホームページのお申込み欄より

北朝鮮人権侵害問
題啓発講演会

北朝鮮当局による拉致問題について、皆様に認識を
深めていただき、解決に向けた機運をさらに高めてい
くため、拉致被害者　田口　八重子さんのご家族であ
る飯塚　耕一郎氏による講演会を行います。

11月27日（土曜日）
14時から16時
（13時30分開場）

城南市民センター
2階ホール

福岡市城南区片江5丁目3
番25号

無料 福岡市

・定員240名
・事前申込制（抽選制）
・申込期間（10月8日金曜日
から10月22日金曜日）
・参加できない方のために、
後日福岡市HPにて講演動
画配信予定

福岡市市民局人権推進課
電話　092-711-4338


