
県内で開催される令和4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

二日市コミュニティ
文化祭

サークルによるステージ発表や展示を行います。
10月29日（土曜日）
10月30日（日曜日）

11時から
二日市コミュニティセン
ター

筑紫野市二日市中央五丁
目

無料
二日市コミュニティ運
営協議会

二日市コミュニティ運営協議会
電話 092-776-9272

山家文化祭
太鼓の演奏、地域の歴史などをまとめた動画の上映
を行います。

10月30日（日曜日） 10時30分から 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
山家コミュニティ運営
協議会

山家コミュニティ運営協議会
電話 092-980-7482

ツキイチ登山会
登山を楽しみ、国史跡「首羅山遺跡」の歴史を知る登
山会。

11月3日（木曜日） 9時から13時
レスポアール久山
（集合場所）

糟屋郡久山町久原2603-2 無料 レスポアール久山
電話 092-976-2444
FAX 092-976-3711

御笠未来フェスタ
福岡県警による音楽隊等のステージパフォーマンス、
キッチンカー7台での販売、金婚祝賀イベント、熱気球
乗船体験等を行います。

11月3日（木曜日） 9時30分から 御笠運動広場
筑紫野市大字阿志岐278番
地の1

無料 御笠まちづくり協議会
御笠まちづくり協議会
電話 092-408-6026

令和4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」
は市内で活躍する各種団体による活動発表・展示な
どを行います。
また、ホームページ上でも一部ライブ配信や作品展示
を行います。

11月5日（土曜日）
11月6日（日曜日）

10時から

大野城まどかぴあ、
大野城市役所・まどかぴ
あ周辺、
大文字公園・大町公園、
大野城心のふるさと館、
すこやか交流プラザ、
御笠川・牛頸川・平野川、
大野小学校

大野城市曙町2-3-1ほか 参加無料 大野城市ほか

まどかフェスティバルホーム
ページ
http://www.city.onojo.fukuok
a.jp/s021/madofes/main.html

大野城市地域創造部
コミュニティ文化課芸術文化担当
電話 092-580-1996

二日市東コミュニ
ティ文化祭

地域の保育園によるマーチング、高校のブラスバン
ド、及びサークルによるステージ発表を行います。

11月12日（土曜日）
11月13日（日曜日）

10時から
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
運営協議会

二日市東コミュニティ運営協議会
電話 092-982-2300

し～ず・うみフェスタ
生涯学習月間に合わせ、し～ず・うみだけのフェスタを
開催！ステージ発表や作品展示を行います！

11月20日（日曜日） 10時から13時 し～ず・うみ 宇美町平和1丁目14番1号
基本無料（一部有料
のイベント有り）

し～ず・うみ サークル生・一般
しーず・うみ
電話 092-932-0365

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（水曜日） 10時から12時 中央公民館　講堂 那珂川市後野1丁目5番1号 無料
那珂川市教育委員会

那珂川市教育委員会文化振興課
電話092-952-2092



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

SDGｓ特別講演

【第1部】SDGsとは、「誰一人取り残さない」持続可能
な社会の実現を目指し、2015年の国連サミットで採択
された国際目標です。
福岡市はSDGｓの理念と方向性を一にする
「経済的な成長と安全・安心で質の高い暮らしのバラ
ンスが取れた、コンパクトで持続可能な都市」を目指
し、まちづくりを進めています。
この講座では、SDGsの概要や福岡市におけるSDGs
の推進についてご紹介します。
SDGsに貢献できることを考え、自分にできることを見
つけていきましょう。
【第2部】SDGs（持続可能な開発目標）には、気候変動
への対応や廃棄物の削減など環境問題への取り組み
を促すものがあります。しかし、環境への配慮とはど
のようなものなのか、わたしたちの身の回りにある環
境配慮をうたっている製品・サービスは本当に信頼で
きるものなのでしょうか。本講座では、わたしたちの生
活との関わりの中で、環境配慮を明確な基準のもとに
「見える化」する役割を果たす環境ラベルについて考
えます。

［講師］
第1部 福岡市 総務企画局 企画調整部
第2部 渡邉智明　社会環境学部 社会環境学科 学科
長・教授

11月3日（木曜日） 10時から12時30分 福岡工業大学 福岡市東区和白東3-30-1 無料 福岡工業大学 https://opencollege.fit.ac.jp/ 福岡工業大学エクステンションセンター

インターネットを正
しく理解！初級講
座

インターネットを上手に使いこなすため、ネットショッピ
ング、SNS、迷惑メールへの対応などについてわかり
やすく説明

11月4日（金曜日）
11月25日（金曜日）

16時から17時 福岡女学院大学 福岡市南区曰佐3-42-1 3,600円
福岡女学院大学地
域・国際交流センター
（生涯学習）

https://www1.fukujo.ac.jp/lif
elong_learning/

福岡女学院大学地域・国際交流センター
（生涯学習）
電話 092-575-2993

月をみよう 季節の星座や天文現象の観望会
11月4日（金曜日）
から
11月6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　Web
サイト
http://www.hoshinoyakata.co
m

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）

重要文化財　旧志
免鉱業所竪坑櫓特
別公開

・旧志免鉱業所竪坑櫓（国指定重要文化財）の2階案
内
・産業遺産収蔵庫（自由見学）

11月5日（土曜日）

(1)9時30分から
(2)10時15分から

※各回30分間程度

志免町総合福祉施設
シーメイト（竪坑櫓前）

志免町志免495-3 無料 志免町社会教育課
事前予約制
先着順　定員30名

電話 092-935-7100

人工知能がもたら
す九州の未来社会

研究室では最先端の人工知能の開発・応用を活発的
にしている。社会に貢献できることが多くても、実際に
はその実現がまだできていない。この講座の目的は人
工知能の導入と応用を説明しながら、未来社会に関し
て議論する。一緒に九州の未来社会を想像し、実現に
向けて、コラボレーションの可能性を切り拓いていく。

11月6日（日曜日） 14時から16時 JR博多シティ会議室
福岡市博多区博多駅中央
街1－1

無料 九州大学
定員先着   100名
https://www.kyushu-
u.ac.jp/ja/events/view/1249

大学院システム情報科学研究院　情報
学部門
vargas@inf.kyushu-u.ac.jp

ワード・エクセル中
級（夜）

基本機能をおさらいしながら、ワードは図形描画を
使った地図の作成、段組を使った新聞の作成、表作
成の応用などを学びます。エクセルは関数を使った家
計簿作成や、便利な裏技機能を学びます。

11月8日（火曜日）
11月15日（火曜日）
11月22日（火曜日）
11月29日（火曜日）
12月6日（火曜日）
12月13日（火曜日）

19時から21時 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1
受講料 9,600円
（全6回分）
教材費 800円

大野城まどかぴあ生
涯学習センター

対象 一般の方
定員 16名

※10月12日（水曜日）9時から
先着順にて電話受付開始
。詳しくはまどかぴあホーム
ページをご確認ください。
https://www.madokapia.or.jp/
syogai_gakushu/

大野城まどかぴあ生涯学習センター
電話 092-586-4020
（月曜日から木曜日9時から20時、金・土
曜日9時から19時）



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

皆既月食をみよう 季節の星座や天文現象の観望会 11月8日（火曜日） 18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　Web
サイト
http://www.hoshinoyakata.co
m

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）

レスポアール久山
塾

社会情勢や日本の文化、教養等幅広い分野を専門的
見地から分かりやすく学ぶ講座。第3回目「映画で学
ぶ平和の素晴らしさ～映画鑑賞「ひまわり」。

11月9日（水曜日） 13時30分から15時
レスポアール久山
欅ホール

糟屋郡久山町久原2603-2 300円 レスポアール久山
電話 092-976-2444
FAX 092-976-3711

二大惑星をみよう 季節の星座や天文現象の観望会
11月11日（金曜日）
から
13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　Web
サイト
http://www.hoshinoyakata.co
m

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）

大宰府アカデミー・
令和編プレイベント
東アジアのなかの
太宰府～古代と現
代を繋ぐもの～

公益財団法人古都大宰府保存協会では、令和6
（2024）年に設立50周年を迎えることから、令和
5(2023)年4月より、最新の大宰府研究成果を多くの
方々に広く知っていただくために、連続講座「大宰府ア
カデミー・令和編」を開講いたします。
今回はそれに先立ちお二人の講師をお迎えし、プレイ
ベントを開催いたします。

11月16日（水曜日） 14時から16時 日本経済大学 KOROKAN 太宰府市五条3-11-25 無料
公益財団法人
古都大宰府保存協会

募集は11月5日まで
https://www.ko
todazaifu.net/dazaifu-
academy/r4-pre
オンライン配信あり
会場、オンラインそれぞれ定
員300名

公益財団法人 古都大宰府保存協会
電話 092-922-7811

パソコン講座
ワードとエクセルで
年賀状を作ろう！

専用ソフトを使わず、パソコンのWordとExcelのみで年
賀状を作る講座です。年賀状作成に必要なワードとエ
クセルの機能（簡単な住所録の作り方、年賀状の文面
作成、差し込み印刷などの手順）を学び、年賀状作成
に応用します。

11月18日（金曜日） 13時から15時30分 九州情報大学 太宰府市宰府6-3-1 無料 九州情報大学

定員20名（パソコンに何度か
触 れたことがある初心者の
方）
募集10月31日まで
https://www.kiis.ac.jp/inform
ation/open

九州情報大学
学術・教育研究所
電話 092-928-4000

知っておきたい裁
判員制度

平成21年5月21日から施行された裁判員制度は、殺
人など重大な事件の刑事裁判に市民が参加するもの
です。

裁判員はどのようにして選ばれるのか、何をするのか
など裁判員制度の仕組みや流れについて学び、裁判
員に選ばれたとき、慌てずに参加できるように備えま
しょう。

11月18日（金曜日） 15時から16時30分 日本経済大学 KOROKAN 太宰府市五条3-11-25 無料 日本経済大学
10名以上で開催
https://www.jue.ac.jp/for_pub
lic/public_program/

日本経済大学 福岡キャンパス 地域連携
センター
電話 092-921-9814
FAX 092-921-9824

すばるをみよう 季節の星座や天文現象の観望会
11月18日（金曜日）
から
11月20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　Web
サイト
http://www.hoshinoyakata.co
m

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）

パソコン講座
ワードとエクセルで
年賀状を作ろう！

専用ソフトを使わず、パソコンのWordとExcelのみで年
賀状を作る講座です。年賀状作成に必要なワードとエ
クセルの機能（簡単な住所録の作り方、年賀状の文面
作成、差し込み印刷などの手順）を学び、年賀状作成
に応用します。

11月22日（火曜日） 13時から15時30分 九州情報大学 太宰府市宰府6-3-1 無料 九州情報大学

定員20名（パソコンに何度か
触 れたことがある初心者の
方）
募集10月31日まで
https://www.kiis.ac.jp/inform
ation/open

九州情報大学
学術・教育研究所
電話 092-928-4000

さよなら土星 季節の星座や天文現象の観望会
11月25日（金曜日）
から
11月27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　Web
サイト
http://www.hoshinoyakata.co
m

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

九州国立博物館特
集展示
「御所の器 ―公家
山科家伝来の古伊
万里」

天皇家の食膳具には伊万里焼の染付磁器が用いら
れ、使用後のものは公家などに「お下がり」として下賜
されたと伝わります。本展では、山科家に伝来したこ
れらの貴重な禁裏御用品の全貌を初公開します。ま
た、その生産地である佐賀・有田町に伝わる歴史資料
や、宮中行事をあらわした絵図、さらに公家町遺跡か
ら出土した禁裏御用品の陶片などを合せて紹介しま
す。

9月27日（火曜日）
から
11月20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

九州国立博物館、福
岡県

九州国立博物館
電話 050-5542-8600

秋の展示
古文書整理速報展
古文書からの伝言
其の三
「戊辰戦争に行った
郡夫たち」

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3年度に整理した4,770点の中から、筑紫
野の地から戊辰戦争に従軍した「郡夫」に関する古文
書を中心に展示を行います。

10月8日（土曜日）
から
12月11日（日曜日）

9時から17時
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）

・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
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
別展「ポンペイ」

紀元79年、ヴェスヴィオ山の噴火により埋没した古代
ローマの都市ポンペイ。「タイムカプセル」ともいえるこ
の遺跡には、当時の美術品や装飾品、生活用具な
ど、当時の生活空間がそのまま封印されています。本
展では、イタリア・ナポリ国立考古学博物館の全面協
力のもと、日本初公開を含む125件の点の出土品を展
示し、都市の繁栄と人々のくらしに迫ります。

10月12日（水曜日）
から
12月4日（日曜日）

※月曜日は休館
（11月28日は会館）

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 1,900円
高大生 1,200円
小中生 800円
※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。
※前売りの場合は料
金が異なります。

九州国立博物館・福
岡県、
ナポリ考古学博物館、
朝日新聞社、
ＮＨＫエンタープライズ
九州、
西日本新聞社、
西日本新聞イベント
サービス

・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
ご持参ください。
・障害者手帳をご持参の方
他、
無料対象があります。

九州国立博物館
電話 050-5542-8600

郷土の美術をみ
る・しる・まなぶ
2022

牛島智子
二重らせんはから
まない

和紙や蝋燭など身近な素材を使いながら、パワフルな
作品を制作する八女市在住の美術家・牛島智子
（1858年生まれ）。これまでの活動を紹介するととも
に、新作も登場し、時代と地域が織り成すアートの世
界にご案内します。

10月15日（土曜日）
から
12月4日（日曜日）

10時から18時
（最終入場は17時30分ま
で）

福岡県立美術館 4階展示
室

福岡市中央区天神5-2-1

一般 500円、高大生
200円、小中生 100
円、65歳以上の方は
特別料金350円

福岡県立美術館
助成 公益財団法人朝日新聞
文化財団

電話 092-715-3551

令和四年度
世界遺産「神宿る
島」宗像・沖ノ島と
関連遺産群公開講
座

 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専門家が分かりやすく解説
する講座です。今年度は「海と人とのかかわり」をテー
マに、沖ノ島および宗像で「航海」に関わる祭祀がどの
ように行われてきたかについて考える全6回の講座を
開催します。

全6回
※第1･第2回は開催済

第3回 10月15日（土曜日）
第4回 11月19日（土曜日）
第5回 令和5年1月21日
　（土曜日）
第6回 令和5年2月18日
　（土曜日）

13時30分から

第3回・第4回
　海の道むなかた館、
第5回 オンライン配信、
第6回 アクロス福岡

海の道むなかた館（福岡県
宗像市深田588番地）
アクロス福岡（福岡市中央
区天神1丁目1-1）

無料
「神宿る島」宗像・沖ノ
島と関連遺産群保存
活用協議会

　下記URLから専用フォーム
にて要事前申込。開催日の7
日前までにお申し込みくださ
い。申し込み多数の場合は抽
選となります。
https://www.okinoshima-
heritage.jp/

　全講座は、講演の約1か月
後に下記ウェブサイトで動画
配信します。
https://www.okinoshima-
heritage.jp/lectures/

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

特別展「瀧蔵坊～
信仰と生活～」

修験道の山として知られる国史跡「求菩提山」の山中
に残された山伏の住居、「坊」。建物が残る2軒のうち
「瀧蔵坊（りゅうぞうぼう）」は最後の山伏が住んだ坊
で、4年をかけて保存修理工事を実施した。令和によ
みがえった瀧蔵坊の完成記念特別展として、「求菩提
五百坊」といわれた求菩提山の、信仰とくらしについて
紹介する。

10月22日（土曜日）
から
11月27日（日曜日）

9時30分から16時30分
（入館は16時まで）

求菩提資料館 豊前市大字鳥井畑247 無料 求菩提資料館
求菩提資料館
電話 0979-88-3203



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

秋季企画展「杷木
神籠石と古代山
城」

史跡杷木神籠石が国の史跡指定を受けて50周年を記
念する企画展

10月22日（土曜日）
から
12月18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
電話 0946-22-7515

「日本の切り絵　7
人のミューズ」

日本を代表する女性切り絵作家7人に焦点をあて、代
表作をはじめ新作を含めた105点を展示し、切り絵と
は思えないような、繊細で華麗な作品が楽しめる展覧
会である。

10月28日（金曜日）
から
12月25日（日曜日）

10時から18時
（最終入場は17時30分ま
で）

福岡県立美術館　3階展
示室

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、毎
日新聞社、TNCプロ
ジェクト、TNCテレビ西
日本

電話 092-715-3551

ミュージアムトーク
文化交流展示室の展示作品について、当館研究員が
詳しく解説します。

11月1日（火曜日）
15時00分から
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
定員 30名
事前申し込み不要

九州国立博物館
電話 050-5542-8600

第41回古賀市芸術
文化の祭典

【舞台芸能】11月3日(木曜日)、11月5日(土曜日)、11
月6日（日曜日）
【美術展】11月2日(水曜日)から11月6日(日曜日)

11月2日（水曜日）
から
11月6日（日曜日）

10時から17時

古賀市生涯学習センター
「リーパスプラザこが」
・大ホール
・ギャラリー
・中会議室

古賀市中央2丁目13-1 無料
古賀市、古賀市教育
委員会

定員 大ホール800人
主管 NPO法人古賀市文化協会
電話 092-944-2778（月曜日休）

きゅーはく☆とって
おき講座

御所の器の魅力 11月5日（土曜日）
10時30分から
11時30分

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（ただし、文化交
流展観覧料またはポ
ンペイ展のチケット・
半券が必要）

九州国立博物館
定員 270名
事前申し込み不要

九州国立博物館
電話 050-5542-8600

市制施行40周年記
念
第43回太宰府市民
文化祭

市民の皆さんの学習や稽古の成果を、展示や舞台で
発表します。ぜひご覧ください。

11月5日（土曜日）
11月6日（日曜日）

未定
プラム・カルコア太宰府
（太宰府市中央公民館）

太宰府市観世音寺1-3-1 無料
太宰府市民文化祭実
行委員会

太宰府市民文化祭実行委員会　事務局
（太宰府市文化学習課）
電話　092-921-2101

市制50周年記念第
49回春日市文化祭

春日市民でつくる、春日市民のための文化・芸術の祭
典です。

(1)11月5日（土曜日）
(2)11月6日（日曜日）

(1)10時から16時30分
(2)10時から16時

春日市ふれあい文化セン
ター

春日市大谷6丁目24番地

無料
※　一部体験イベン
ト・お茶会は実費あ
り。

春日市・春日市教育
委員会
【共催】春日市文化協
会

春日市ウェブサイト
https://www.city.kasuga.fuku
oka.jp/miryoku/kouryuu/100
2679.html

春日市地域づくり課協働推進・文化振興
担当
電話 092-584-1111
ファクス 092-584-1153
メール tiiki@city.kasuga.fukuoka.jp

第50回粕屋町文化
祭

絵画、写真、陶芸等の作品展示会
舞台発表、公演会、バザー出店、野外ライブ

11月5日（土曜日）
11月6日（日曜日）

10時から16時 サンレイクかすや
糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目
6‐1

入場無料 文化祭実行委員会
粕屋町役場　社会教育課
電話 092‐938‐0243
FAX 092‐938‐5601

九州国立博物館特
別展「ポンペイ」リ
レー講座②

特別展「ポンペイ」に関連し、ポンペイについて様々な
切り口から解説します。

11月6日（日曜日）
14時00分から
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 九州国立博物館
定員 270名
事前申し込み不要

九州国立博物館
電話 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

SPレコード・蓄音機
で楽しむ昭和芸能
文化～子供の世界
～

独特な音色で今も多くの人を魅了する蓄音機・SPレ
コードは音のタイムカプセルとして大正から昭和にか
けての歴史・社会・文化の貴重な記録でもあります。
本講座では蓄音機最高峰クレデンザを使用し、メディ
ア史的な解説とともに多様な昭和初期芸能を鑑賞しつ
つ、童謡や児童劇・漫画劇に注目してレコードに刻ま
れたた子供の世界について講義します。蓄音機とSP
レコードの多様な音の世界をお楽しみ下さい。

11月12日（土曜日） 14時から16時30分
九州大学大橋キャンパス
7号館1階ワークショップ室

福岡市南区塩原4-9-1 無料 九州大学

定員一般市民及び高校生30
名
https://www.design.kyushu-
u.ac.jp/?p=12121

九州大学芸術工学部学務課教務係
電話 092-553-4631　FAX 092-553-
4597
gkgextension@jimu.kyushu-u.ac.jp

第5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・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12日（土曜日）
11月13日（日曜日）

10時から16時（予定）
・ミリカローデン那珂川
・ふれあいこども館

・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

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

展示解説
甘木歴史資料館令和4年度秋季企画展「杷木神籠石
と古代山城」の展示解説

11月13日（日曜日）
13時30分から
14時頃

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 申込不要/定員10名程
甘木歴史資料館
電話 0946-22-7515

「ぶらりちくしの」
ウォーキング

令和3年度に筑紫野市歴史博物館の公式ツイッターで
紹介した館外の文化財を訪ねます。
学芸員の解説を聞きながら郷土の歴史や文化を学び
ます。

11月13日（日曜日）
10時にJR原田駅集合
12時に五郎山古墳・古墳
館解散

市内
原田コース（原田宿-筑紫
神社-長崎街道-五郎山
古墳・古墳館）

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）

10名程度
11月1日（火曜日）9時より電
話または博物館窓口にて受
付

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）

ミュージアムトーク
文化交流展示室の展示作品について、当館研究員が
詳しく解説します。

11月15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
定員 30名
事前申し込み不要

九州国立博物館
電話 050-5542-8600

ロビーコンサート 合唱とピアノのコンサート 11月15日（火曜日） 13時から14時40分
レスポアール久山
欅ホール

糟屋郡久山町久原2603-2 無料 レスポアール久山
電話 092-976-2444
FAX 092-976-3711

西南コミュニティー
カレッジ
「ミュージアムを楽
しもう！」

ミュージアム（博物館・美術館などの展示施設）は、た
だ単に資料の展示・解説を行う施設ではありません。
展示されている資料に親しみをもってもらうために、施
設や展示手法の工夫を行っていたり、ワークショップを
行ったり、さまざまな活動をしています。本講座では、
全国の大学博物館や福岡県内の博物館を中心に、施
設や展示の紹介を行うとともに、ミュージアムが行って
いるさまざまな工夫や活動も紹介します。本講座を受
講することで、いつもとは一味違ったミュージアムの楽
しみ方を知っていただけるはずです。

11月18日（金曜日）
から
12月16日（金曜日）

18時30分から20時
西南コミュニティーセン
ター

福岡市早良区西新6-2-92 5,000円 西南学院大学

定員24名
募集11月3日まで
https://www.seinan-
gu.ac.jp/education_study/lifel
ong_learning/extension.html

西南学院大学
電話 092-823-3612

第12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」～東アジアとの交流拠点～』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19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
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



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

サロンコンサート
年間11回開催、気軽に立ち寄れるコンサート。11月
は、フラ・ギター演奏・三線島唄、と多彩なジャンルが
楽しめます。

11月19日（土曜日） 13時30分から15時
古賀市生涯学習センター
「リーパスプラザこが」
多目的ホール

古賀市中央2丁目13-1 無料 古賀市教育委員会
主管 NPO法人古賀市文化協会
電話 092-944-2778（月曜日休）

ブラかすが歴史散
歩「小水城めぐり」

春日市内の日本遺産を歩いて巡ります。
日本遺産「牛頸須恵器窯跡」に含まれるウトグチ瓦窯
跡をスタートし、天神山水城跡から大土居水城跡まで
歩きながら、小水城を中心に春日市内の遺跡や文化
財について解説します。

11月19日（土曜日） 9時30分から12時
ウトグチ瓦窯展示館
天神山・大土居水城跡

春日市白水ヶ丘1-4（集合
場所はウトグチ瓦窯展示
館）

無料 春日市文化財課

定員 15人
申込締切日 令和4年11月4日
（金曜日）
※令和4年11月9日（水曜日）
に、当選者にのみ当選連絡し
ます。

市ウェブサイト、電話、ファクス、Eメー
ル、資料館窓口のいずれかで住所、氏
名、年齢、電話番号を伝えてください。

春日市文化財課
〒816-0861
春日市岡本3-57（奴国の丘歴史資料館）
電話 092-501-1144
ファクス 092-573-1077
メール nakoku@city.kasuga.fukuoka/jp

南区子ども会文化
祭

南区の各子ども会が集合して行う文化祭 11月20日（日曜日） 10時から10時30分
福岡市南市民センター
ホール

福岡市南区塩原2丁目8-2 無料 南区子ども会 南区の各子ども会の文化祭
南区子ども会会長
平野
電話 092-402-1695

「ぶらりちくしの」
ウォーキング

令和3年度に筑紫野市歴史博物館の公式ツイッターで
紹介した館外の文化財を訪ねます。
学芸員の解説を聞きながら郷土の歴史や文化を学び
ます。

11月20日（日曜日）

10時に武蔵寺山門前集
合
12時に二日市八幡宮解
散

市内
二日市コース（武蔵寺-天
拝山歴史自然公園-湯町
-二日市八幡宮）

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）

10名程度
11月8日（火曜日）9時より電
話または博物館窓口にて受
付

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）

西南コミュニティー
カレッジ
「文章講座『短編を
構想する』」

50枚程度の長さを念頭に、短編小説の「構想」をまと
めていきます。講座内では時間が限られているため、
作品そのものを仕上げるのではなく、着想から始まり、
全体の構想を練って、それらに沿った形で導入部のみ
実際に書いていただく予定です。これから小説を書こ
うと考えている方や、すでに作品を書いているという方
にとって、役に立つ講座にしたいと思います。

11月22日（火曜日）
から
12月20日（火曜日）

18時30分から20時
西南コミュニティーセン
ター

福岡市早良区西新6-2-92 5,000円 西南学院大学

定員20名
募集10月25日まで
https://www.seinan-
gu.ac.jp/education_study/lifel
ong_learning/extension.html

西南学院大学
電話 092-823-3612

うたごえひろば 生演奏に合わせて皆で歌う会 11月22日（火曜日） 13時から14時40分
レスポアール久山
欅ホール

糟屋郡久山町久原2603-2 100円 レスポアール久山
電話 092-976-2444
FAX 092-976-3711

第50回　糟屋地区
美術展

糟屋地区1市7町の文化協会会員および在住者等によ
る展覧会です。日本画、洋画、陶芸、工芸・彫刻、書、
写真の6部門の展示を行います。

11月22日（火曜日）
から
11月27日（日曜日）

9時から22時 アザレアホール須恵
糟屋郡須恵町大字上須恵
1180-1

無料
糟屋地区文化協会連
合会

糟屋地区美術展実行委員会　事務局（糟
屋地区文化協会連合会）
電話 090-3016-4075



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

三日月形クリスマ
スリースを創ってみ
よう
～身近なモノから
ステキなアイテムを
制作

ご自宅にある「ワイヤーハンガー」をおしゃれな「三日
月形クリスマスリース」に変身させます！
クローゼットに眠っているワイヤーハンガーを使って、
三日月形クリスマスリースの土台を作ります。その土
台にプリザーブドフラワーのティーツリーを針金で巻き
つけ、三日月形を作り、土台が完成したら薔薇や木の
実などでデコレーションしていきます。
世界でひとつだけのクリスマスリースを作ってみませ
んか？
【持参品】ワイヤーハンガー（1本必須）、クリスマスリー
スに合う飾り（ご自宅にあるクリスマスツリーに飾って
いた小物やリボンなどあればご持参ください。)
［講師］西野理恵　IPS協会 プリザーブドフラワー1級
技能士

11月25日（金曜日） 10時から11時30分 福岡工業大学 福岡市東区和白東3-30-1
1,000円（別途、花材
費2,500円）

福岡工業大学
定員10名
募集11月15日まで
https://opencollege.fit.ac.jp/

福岡工業大学エクステンションセンター

「金印とガムラン～
アジアの金属技術
～」

インドネシアの青銅楽器ガムランを囲み、アジア文化
について学ぶ講座と、奏でるワークショップを組み合
わせた「アジア文化体験講座」。
 講演会では、志賀島から発見された国宝「金印」を復
元された鋳造の専門家と、ガムランの鍛造技術の解
明にとりくまれている研究者に、実体験・現地調査に
基づくお話しを伺います。
ワークショップは、参加者にガムラン演奏を体験してい
ただきます。

11月26日（土曜日） 13時から16時 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

定員30名
募集11月19日まで
https://www.chikushi-
u.ac.jp/lifelong/lecture/

筑紫女学園大学
社会連携センター
電話 092-925-9685

英語と英文学の世
界

2016年度にスタートした講座「英語と英文学の世界」
の5回目です。
英語教育学・バイリンガリズム・英文学という3つの分
野の研究者が、受講者の皆様を広く楽しい英語学習
の世界にご案内できたらと願っています。

11月26日（土曜日）
12月3日（土曜日）
12月10日（土曜日）

13時から14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

定員30名
募集11月19日まで
https://www.chikushi-
u.ac.jp/lifelong/lecture/

筑紫女学園大学
社会連携センター
電話 092-925-9685

古賀市アートバス
古賀市に在住または在学の小学生が、交流型鑑賞を
通じて、本物の美術品に触れるイベントです。

11月26日（土曜日） 9時から12時30分 【行先】福岡市美術館
【行先】
福岡市中央区大濠公園1-6

無料 古賀市教育委員会 対象 小学3～6年生

古賀市文化課
電話 092-940-2683
受付時間 8時30分から17時
 　（窓口、電話の場合）
古賀市ホームページ、ふくおか電子申請
から申込。

企画展講座
秋季企画展関連の講座第2回「豊前国の古代山城」
<講師>小川秀樹（行橋市教育委員会）

11月27日（日曜日）
13時30分から15時頃（13
時受付・開場）

ピーポート甘木第4・5学
習室

朝倉市甘木198-1 無料 甘木歴史資料館
定員60名/要申込/先着順※
10月7日（金曜日）9時30分受
付開始。定員に達し次第締切

甘木歴史資料館
電話 0946-22-7515

ミュージアムトーク
文化交流展示室の展示作品について、当館研究員が
詳しく解説します。

11月29日（火曜日） 15時00分から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
定員 30名
事前申し込み不要

九州国立博物館
電話 050-5542-8600



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

薬膳のはなし～冬
の養生～

薬膳とは、東洋医学のひとつである「中医学」の考え
方を基にして作られた食事のことです。中医学の考え
方による冬に向けての食材選びや暮らし方などをご提
案します。

11月7日（月曜日） 10時から11時30分 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 受講料 1,100円
大野城まどかぴあ生
涯学習センター

対象 一般の方
定員 20名
※10月12日（水曜日）9時から
先着順にて電話受付開始。
詳しくはまどかぴあホーム
ページをご確認ください。
https://www.madokapia.or.jp/
syogai_gakushu/

大野城まどかぴあ生涯学習センター
電話 092-586-4020
（月曜日から木曜日9時から20時、金・土
曜日9時から19時）

福岡県“One
Health”国際フォー
ラム2022+FAVA

人獣共通感染症などに対して、各分野の世界トップク
ラスの研究者がワンヘルスアプローチにより解決する
ことを目指し、研究成果などを世界に向けて発信しま
す。また、県民の皆さまにワンヘルスについて理解を
深めていただくため、俳優の坂上忍さんをゲストに迎
えた県民講座を開催します。

(1)11月12日（土曜日）
(2)11月13日（日曜日）

(1)13時30分から16時30
分
(2)9時から11時50分

ヒルトン福岡シーホーク 福岡市中央区地行浜2-2-3 無料
福岡県“One Health”
国際フォーラム実行
委員会

事前参加登録有
株式会社アウルズ
convention@owlsone.co.jp
電話 092-260-1360

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
を地域住民等へ提供し、センターの事業等への理解と
ボランティアの育成を図る。

11月13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

ブースの内容により実
費徴収

福岡県立社会教育総
合センター

詳細はHPにて
092-947-3511
社会教育総合センター
学習サポート室

いつまでも持続可
能な身体を作ろ
う！～身体がさび
ついていません
か？(2)

自分の身体の弱っているところを知り、そこを改善して
いつまでも健康で持続可能な身体を作りましょう！

［講師］フィットネスプランニングツカモト 清原 麻奈美
FPT所属インストラクター、健康運動実践指導者

11月14日（月曜日） 13時から14時30分 福岡工業大学 福岡市東区和白東3-30-1 1,500円 福岡工業大学 https://opencollege.fit.ac.jp/ 福岡工業大学エクステンションセンター

免疫力の維持に役
立つ日常変化への
ヒント！─乳酸菌
B240で体調管理─

SDGsの3,4に該当する内容で栄養バランスの良い食
事、適度な運動、質の良い睡眠を心掛けるとともに乳
酸菌の上手な活用で、毎日を健康に過ごしましょう。

11月15日（火曜日） 13時から14時20分 日本経済大学 KOROKAN 太宰府市五条3-11-25 無料 日本経済大学
定員20名
https://www.jue.ac.jp/for_pub
lic/public_program/

日本経済大学 福岡キャンパス 地域連携
センター
電話 092-921-9814　Fax 092-921-9824

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

初めてのプログラミ
ング　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「条件・分岐」とはどんなものか？
について学びます。

［担当］石塚 丈晴　福岡工業大学短期大学部 教授
弘中 大介　福岡工業大学短期大学部 准教授

11月13日（日曜日） 10時から12時 福岡工業大学 福岡市東区和白東3-30-1
施設・設備使用料
500円

福岡工業大学 https://opencollege.fit.ac.jp/ 福岡工業大学エクステンションセンター

市民フォーラム

市内の中・高校生（代表）が、テーマに基づき意見発
表、パネリストとの意見交換、参加者との意見交流な
どを通して、青少年の健全な育ちや住みよいまちづく
りに寄与していくものです。

11月19日（土曜日） 10時から12時30分
筑紫野市生涯学習セン
ター　さんあいホール

筑紫野市二日市南1丁目9
番3号

無料
筑紫野市青少年育成
市民会議

筑紫野市生涯学習課
電話 092-918-3535



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

公開講座「世代を
超えて楽しめる伝
承遊び」

(1)伝承遊びとはどんな遊び？
(2)子どもたちに伝えたい伝承遊びの魅力
(3)昔から楽しまれてきた遊びや玩具作りを体験しま
しょう！

11月25日（金曜日） 10時から11時30分 九州産業大学 福岡市東区松香台2-3-1
500円
（材料費込み）

九州産業大学

定員10名  ※対象   一般（子
育て中の方、お孫さんと遊び
たい方におススメです）
募集11月11日まで
https://www.kyusan-
u.ac.jp/relation/openlec/ippa
n.html

九州産業大学
総務部学外連携課
電話 092-673-5495

7.環境・男女共同参画

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

女性のための起業
＆経営応援セミ
ナー(1)

「プチ起業で失敗しないための7つのコツセミナー」
プチ起業とは？プチ起業ならではの注意点など経験
談をもとに講演

10月27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6

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
電話 092-918-1311
電話または市ホームページからも申込で
きます。

経営フォーラム
2022in福岡

県内企業の経営層・経営スタッフを対象に、環境経営
に取り組むメリット・先進企業の事例紹介・専門家によ
る省エネ経営のポイントを解説する講座を実施しま
す。

11月8日（火曜日）
14時から17時30分(受付
13時から)

電気ビル共創館 3階カン
ファレンスA

福岡市中央区渡辺通2-1-
82

無料
福岡県省エネルギー
推進会議、福岡県

<対象>県内事業者

定員50名

福岡県　環境部　環境保全課　地球温暖
化対策係
電話 092-643-3356

DV防止セミナー

「取材から見えたDV～報道現場からの報告～」
講師が取材で経験して感じたDVやストーカー、性被害
などの現状を通じて、暴力の背景や特性について考
え、女性に対する暴力を身近な問題として捉え、地域
社会で何ができるのかを考えます。

11月16日（水曜日） 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丁目9
番3号

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
電話 092-918-1311
電話または市ホームページからも申込で
きます。

［中学生以上対象］
カードゲームで楽し
く学ぶSDGs

最近メディアや雑誌でも取り上げられ、企業や自治体
でも積極的な取り組みが進められているSDGs。なぜ
SDGsが誕生したのか、SDGsがあることで、私たちの
世界がどう変わっていくのか、といったギモンにお答え
します。
今回はカードゲームで楽しく、わかりやすく、体感的に
SDGsを学べる場をご準備しました。
※中学生は保護者とペア1組

［講師］髙木　亮　福岡工業大学附属城東高校　常勤
講師
イマココラボ 公認ファシリテーター

11月19日（土曜日） 10時から12時30分 福岡工業大学 福岡市東区和白東3-30-1 無料 福岡工業大学

定員 対面50名、オンライン50
名
募集10月24日まで
https://opencollege.fit.ac.jp/

福岡工業大学エクステンションセンター

ちくしの環境フェア
2022

環境問題に対しての関心と理解を深め、環境にやさし
い生活を実践するきっかけとなることを目的としたイベ
ントです。
生ごみを減らすための講座や環境問題を楽しく学べる
体験学習を予定しています。

11月19日（土曜日） 10時から13時
二日市東コミュニティセン
ター

筑紫野市石崎1-1-7
無料（団体によって
は、物品販売有り）

筑紫野市環境課
HPはまだ掲載できていませ
ん。（10月ころ掲載予定）

筑紫野市環境課
電話 （092）923-1111

あすばる男女共同
参画フォーラム
2022

第22回福岡県男女共同参画表彰表彰式の他、スペ
シャルトークや映画上映、講演会、ワークショップなど
の県民企画事業を実施又は配信。
スペシャルトークでは、脚本家の大森美香さんを特別
ゲストに迎え、「みんながうれしい世の中のために」を
テーマにお話いただく。

11月20日（日曜日）
から
11月26日（土曜日）

※プレイベントは
11月20日（日曜日）

10時から17時30分

※プレイベントは
10時から15時30分

クローバープラザ 春日市原町3丁目1－7

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/

福岡県男女共同参画センター「あすば
る」
電話 092-584-1261

映画上映「サンドラ
のちいさな家」

「女性に対する暴力をなくす運動」期間の講座。関連
映画を上映し、DV等防止の啓発を図る。

11月22日（火曜日） 10時から12時
春日市ふれあい文化セン
ターサンホール

春日市大谷6-24 無料

春日市

人権男女共同参画と
の共同事業

対象　興味がある方全て
定員100名

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）



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

女性のための起業
＆経営応援セミ
ナー(2)

「資格は不要！得意なことを教えて先生デビュー　初
めての『ストアカ』セミナー」
自分の得意分野を活かして講師として起業をしたい方
へ向けたスタートアップに最適なセミナーです。

11月24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6

筑紫野市二日市南1丁目9
番3号

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
電話 092-918-1311
電話または市ホームページからも申込で
きます。

春日市環境フェア 講演会、ブース、パネル展示（予定） 11月27日（日曜日） 10時から14時
春日市総合スポーツセン
ター　メインアリーナ

春日市大谷6丁目28番地 無料 春日市環境課
春日市環境課環境保全担当
電話 092-584-1150
（平日9時から17時）

D＆I推進フォーラ
ム

「企業価値を高めるダイバーシティー＆インクルージョ
ン」をテーマに、株式会社竹延の竹延社長による基調
講演と県内経営者、管理職を交えたトークセッションを
実施。

11月28日（月曜日）
15時から17時30分 エルガーラ

福岡市中央区天神1丁目4
番地2号

無料

福岡県人づくり・県民
生活部
男女共同参画推進課
女性活躍推進室

福岡県人づくり・県民生活部
男女共同参画推進課女性活躍推進室
電話 092-643-3399

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

志免町立町民図書
館
開館30周年記念講
演会開催事業

開館30周年記念講演会

児童作家　杉山 亮氏を講師に迎え、親子を対象とし
た講演会を開催する。
講演内容は、子どもの読書活動の重要性を保護者に
伝えるもの、子どもが自ら本に親しむ楽しさを感じても
らえるようなものとする。

10月30日（日曜日）
13時受付
13時30分から開演
（約60分間）

志免町民センター
大ホール

糟屋郡志免町
志免中央一丁目2番1号

無料
志免町
（社会教育課町民図
書館）

対象 親子

定員 300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。
申込方法  窓口または電話

町民図書館
電話 （092）935-1007

休館日 第4月曜日を除く月曜日、月末水
曜日

開館時間 10時から18時

図書館まつり
おはなし会

小学生以下の子ども向けおはなし会。
絵本の読み聞かせや簡単な工作を実施。

11月5日（土曜日） 11時から12時 生涯学習館 糟屋郡久山町久原2603-2 無料 レスポアール久山 小学校就学前まで
電話 092-976-2444
FAX 092-976-3711

図書館まつり
こども映画上映会

幼児・小学生向けの映画上映会 11月5日（土曜日） 14時から15時
レスポアール久山
欅ホール

糟屋郡久山町久原2603-2 無料 レスポアール久山 幼児・小学生
電話 092-976-2444
FAX 092-976-3711

市制施行40周年記
念
令和4年度福岡県
読書推進大会太宰
府市大会

本との出会いや読書が豊かな人生の糧となることの
理解を深め、読書活動をより充実させることを目的とし
て、読書グループの表彰や講演などを行います。

11月12日（土曜日）
13時から15時15分
（受付12時30分から）

プラム・カルコア太宰府
（太宰府市中央公民館）
市民ホール

太宰府市観世音寺1-3-1 無料
福岡県教育委員会・
太宰府市教育委員会

太宰府市民図書館
電話　092-921-4646

おとなのための読
書会

お気に入りの本を持ち寄り紹介する会 11月30日（水曜日） 10時30分から11時30分
レスポアール久山
ロビー

糟屋郡久山町久原2603-2 無料 レスポアール久山
電話 092-976-2444
FAX 092-976-3711



9.その他

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

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、皆様に関心と
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、拉致被害者である蓮池薫氏による講演
会を行います。

11月12日（土曜日）
14時から16時
（13時30分開場）

東市民センター
なみきホール

福岡市東区千早4丁目21番
45号

無料 福岡市

・定員300名
・事前申込制（抽選制）
・申込期間 10月3日（月曜日）
から10月31日（月曜日）

・申し込みをされた方で、希
望する方は後日、講演の録
画を視聴できます。

福岡市市民局人権推進課
電話　092-711-4338

羊毛フェルト～我が
家のアイドル～

羊毛フェルトであなたの大切なペットを作りませんか。
ちいさな小窓から覗き込んだように、フレームからちょ
こんと出したペットの顔を作ります。

11月14日（月曜日） 10時から12時 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1
受講料 1,200円
教材費 1,200円

大野城まどかぴあ生
涯学習センター

対象 一般の方
定員 12名
※10月12日（水曜日）9時から
先着順にて電話受付開始
（TEL 092-586-4020）

詳しくはまどかぴあホーム
ページをご確認ください。
https://www.madokapia.or.jp/
syogai_gakushu/

大野城まどかぴあ生涯学習センター
電話 092-586-4020
（月曜日から木曜日9時から20時、金・土
曜日9時から19時）

味噌と甘酒づくり

無添加の麹と大豆を使ってオリジナルの味噌を作りま
す。また、米麹を使って甘酒を作り、発酵食品の特性
を学びます。やさしい食べ物で、身体の中からきれい
になりましょう。

11月15日（火曜日） 10時から12時 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1
受講料 1,200円
教材費 1,500円

大野城まどかぴあ生
涯学習センター

対象 一般の方
定員 16名
※10月12日（水曜日）9時から
先着順にて電話受付開始
（TEL 092-586-4020）

詳しくはまどかぴあホーム
ページをご確認ください。
https://www.madokapia.or.jp/
syogai_gakushu/

大野城まどかぴあ生涯学習センター
電話 092-586-4020
（月曜日から木曜日9時から20時、金・土
曜日9時から19時）

アジア塾 日中国交
正常化50周年記念
講座（3回シリーズ）

東アジア情勢、世界情勢が大きく変容するなか、大国
であり隣国である中国と日本は様々な問題を抱えなが
ら、新たな日中関係を模索しています。
本講座は、政治外交・経済・文化交流の視点から、日
中関係の歴史を振り返り、新しい時代の日中関係に
ついて考えます。

10月29日（土曜日）
11月5日（土曜日）
11月19日（土曜日）

14時30分から16時 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

定員各回50名
募集11月12日まで
https://www.chikushi-
u.ac.jp/lifelong/lecture/

筑紫女学園大学
社会連携センター
電話 092-925-9685

福岡女子大学2022
年度公開講座
「グローバル時代
の「開発」と「豊か
さ」を考える-日本と
世界-」

「豊かさ」は、ひとつの基準や尺度では測れない主観
的な物であり、その人自身の人生観や価値観によって
大きく左右される。日本に住む私たちは生活に「豊か
さ」を感じているのか？本講座では、いくつかの統計
資料を参考にしながら、日本と世界の「開発」と「豊か
さ」について考えます。

11月1日（火曜日） 13時から14時30分 福岡女子大学 福岡市東区香住ヶ丘1-1-1 500円 福岡女子大学

募集10月31日まで
http://www.fwu.ac.jp/collabo
ration/exchange/extramural_l
ecture/index.html

福岡女子大学地域連携センター
電話 092-661-2728

国際政治経済を見
る眼－後編－

激動する国際政治情勢を専門家の分析を通して深め
る。

11月4日（金曜日）
11月11日（金曜日）
11月18日（金曜日）
11月25日（金曜日）

15時から16時30分 福岡サテライト
福岡市中央区天神1-4-2
東館エルガーラ

2,500円（全4回合計）
久留米大学地域連携
センター事務室

https://www.kurume-
u.ac.jp/site/chiren/

久留米大学
地域連携センター事務室
0942-43-4413

アジアウィーク2022

11月4日（金曜日）はオープニングイベントとして駐日イ
ンドネシア大使の講演、インドネシア打楽器Angklung
による演奏、伝統舞踊を披露します。このほか、SDGｓ
特別企画として多様なセミナーを実施します。

11月4日（金曜日）
から
11月12日（土曜日）

九州大学伊都キャンパス
I2CNERホール及びオンラ
イン

福岡市西区元岡744 無料 九州大学
https://asiaweek.kyushu-
u.ac.jp/

九州大学IQ支援室
aoevent@jimu.kyushu-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

プロ用オーブンで
ウクライナのパンづ
くり！～様々な器
具でパン焼き体験
～

温度調節機能のないオーブントースターでの「I oT」と
プロ用のオーブンでウクライナのパンづくりを体験しま
す。

11月5日（土曜日） 10時から12時30分
日本経済大学
KOROKAN3階　調理教室

太宰府市五条3-11-25 無料 日本経済大学

1組3名まで（1名でも可）・最
大4組（12名）まで
https://www.jue.ac.jp/for_pub
lic/public_program/

日本経済大学 福岡キャンパス 地域連携
センター
電話 092-921-9814　Fax 092-921-9824

西南コミュニティー
カレッジ
「文化と社会・経済
の境界（フロンティ
ア）における限界的
な動力としての移
民・難民を考える」

流転の移民の人生におけるコンフリクトこそが文学と
文化の核であり、人間社会を深化させる動力です。し
たがって、人間社会と文化の存続（SDGsを含む）のた
めには、さまざまなバックグラウンドを持つ移民のおか
れる、共通の「境界的」な状態に対して、理解を含めて
いくことが重要となります。移民や難民の人生の持つ
文学性（芸術性ともいえる）から、社会・文化・芸術を
横断的にとらえ、その存続可能性について検討しま
す。
本講座では、歴史的にも、現在も（ウクライナとロシア
情勢の悪化の影響をおびただしく受けて）、もっとも苦
しい立場におかれる移民集団「クルド人」や、南アジア
における移民と差別がもたらす社会構造についての
考察を行います。社会・文化的バックグラウンドを持つ
移民を受容していく根拠となる国際法の理念を理解
し、多文化共生拠点としての本学において実践されて
いる取り組みを共有することにより、より豊かな人道的
な合意形成の可能性を探求します。

11月10日（木曜日）
から
11月24日（木曜日）

18時30分から20時
西南コミュニティーセン
ター

福岡市早良区西新6-2-92 3,000円 西南学院大学

定員100名
募集10月27日まで
https://www.seinan-
gu.ac.jp/education_study/lifel
ong_learning/extension.html

西南学院大学
電話 092-823-3612

福岡女子大学2022
年度公開講座
「おもてなし英語
（初級）」

2021年度開講の「はじめてのおもてなし英語」の第2弾
です。今回は初級者を対象とした講座です。「共につく
る」をテーマに、簡単な料理やモノをつくる（作る・創る）
際に使える英語を発話しながら学びます。

11月11日（金曜日） 10時から11時30分 福岡女子大学 福岡市東区香住ヶ丘1-1-1 500円 福岡女子大学

募集11月10日まで
http://www.fwu.ac.jp/collabo
ration/exchange/extramural_l
ecture/index.html

福岡女子大学地域連携センター
電話 092-661-2728

この町で共に「あゆ
む」

身近な暮らしの中からSDGsを考え、交流する講座で
す。

SDGsの目指すインクルーシブな社会に向けて、男女
の差・世代の差・国籍の差等を気軽に話し合いをしま
せんか。

11月11日（金曜日） 16時から17時30分 イエノコト株式会社 太宰府市通古賀5丁目2-3 無料 日本経済大学
定員15名
https://www.jue.ac.jp/for_pub
lic/public_program/

日本経済大学 福岡キャンパス 地域連携
センター
電話 092-921-9814　Fax 092-921-9824

対話のためのコミュ
ニケーション・デザ
イン

どのような仕方で色々な声に耳を傾ける場や仕組みを
生み出せるのかを考える講座

11月12日（土曜日）
11月19日（土曜日）

13時30分から16時30分 九州大学大橋キャンパス 福岡市南区塩原4-9-1 3,000円（全2回分）
九州大学社会包摂デ
ザイン・イニシアティブ

定員15名（一般市民及び高
校生）
https://www.didi.design.kyus
hu-u.ac.jp/koukaikouza/

九州大学社会包摂デザイン・イニシア
ティブ
電話 092-553-4552
FAX 092-553-4552
didi-office@design.kyushu-u.ac.jp

Withコロナ時代を
生きる

福岡大学病院が取り組んでいる新型コロナ感染症の
対策や治療法の紹介、公衆衛生の立場からの新型コ
ロナ感染症の理解、マスク･手洗い･3密回避を含めた
日常生活における感染予防行動のポイントなどについ
て、わかりやすい講演と演習を行います。

11月12日（土曜日） 14時から16時 福岡大学 福岡市城南区七隈8-19-1 1,500円 福岡大学
定員100名
https://amarys-
jtb.jp/fukuniversity/

福岡大学市民カレッジ受付係
〒810-0072　福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル5階（JTBビジネストランフォー
ム内）

「福大を知るシリー
ズ」
EUとは何か
-食料に関連するト
ピックを中心に-

EU (European Union) とは何か、何をしてきたのか、何
ができるのかについて説明します。
EUはヨーロッパ27カ国のまとまりです。それらは独立
した国である一方で、27カ国全体に共通する法律を作
り、それに基づく統一的な政策を実施することもありま
す。このようなまとまりがどのように形成され、運営さ
れているのかを、食料や農業に関連するトピックを用
いながら説明します。

11月12日（土曜日） 10時30分から12時 福岡大学 福岡市城南区七隈8-19-1 無料 福岡大学
定員100名
https://amarys-
jtb.jp/fukuniversity/

福岡大学市民カレッジ受付係
〒810-0072　福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル5階（JTBビジネストランフォー
ム内）



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

人生100年時代の
資産運用

人生100年と呼ばれる時代となりました。これからの長
い人生を楽しむためにも、お金に長生きしてもらう必要
があります。「資産運用は必要だけど、何から始めて
いいかわからない方」にも、「資産運用を始めてみたけ
ど、これでよいのか不安な方」にも、多くの方に役立て
ていただける内容です。人生100年時代の資産運用を
一緒に学びましょう。
［講師］菅　大輔　福岡銀行 営業統括部

11月16日（水曜日） 13時から14時30分 福岡工業大学 福岡市東区和白東3-30-1 500円 福岡工業大学

定員対面50名、オンライン50
名
募集11月4日まで
https://opencollege.fit.ac.jp/

福岡工業大学エクステンションセンター

英語コミュニケー
ション
「英語コミュニケー
ション　中級」

このコースは、初級レベルの英語コミュニケーション能
力をお持ちの方で、さらにその能力を高めたい方にお
すすめです。このコースの目的は、受講者が以前の英
語学習で習得した英語コミュニケーションスキルを身
に付けることを支援することです。テレビと国際問題、
都市、特別な日、有名人、食べ物と栄養などのトピック
に関連する中級レベルの英語の語彙と英語のコミュニ
ケーション演習を紹介します。

11月21日（月曜日）
から
12月19日（月曜日）

18時30分から20時
西南コミュニティーセン
ター

福岡市早良区西新6-2-92 5,000円 西南学院大学

定員24名
募集10月30日まで
https://www.seinan-
gu.ac.jp/education_study/lifel
ong_learning/extension.html

西南学院大学
電話 092-823-3612

第2回社会包摂デ
ザイン研究会

「配慮」をテーマに社会包摂デザインについて考える
研究会

11月28日（月曜日） 18時30分〜20時
オンライン／九州大学大
橋キャンパス　デザインコ
モン

福岡市南区塩原4-9-1 無料
九州大学社会包摂デ
ザイン・イニシアティブ

九州大学社会包摂デザイン・イニシア
ティブ
電話 092-553-4552
FAX 092-553-4552
didi-office@design.kyushu-u.ac.jp

資産所得を増やす
ための株式投資
～貯蓄から投資へ

皆様は株式投資にどのようなｲﾒｰｼﾞをお持ちでしょう
か？「難しそう？」「怖そう？」、決してそうではありませ
ん。投資の考え方をしっかり学べば、株式投資は「身
近で」「楽しい」ものです。この講座では、投資の考え
方から株式の魅力、また資産所得を増やすための 株
式を活用した資産運用まで、分かりやすくお伝えしま
す。また、株主優待や配当など株式投資を幅広く学ん
で頂ける内容です。是非、お気軽にご参加ください。
［講師］FFG証券 営業統括部

11月29日（火曜日） 13時から14時30分 福岡工業大学 福岡市東区和白東3-30-1 500円 福岡工業大学

定員対面50名、オンライン50
名
募集11月18日まで
https://opencollege.fit.ac.jp/

福岡工業大学エクステンションセンター

筑紫想い出カフェ
2022
回想法を利用した
福祉領域における
博物館活動実践記

「筑紫想い出カフェ」とは本学学生による回想法実践
の場の愛称で、開始5年目をむかえる継続企画です。
大学、博物館、福祉の三者が連携して地域課題に取
り組む試みとして、「想い出カフェ2022」の1年間の活
動を振りかえります。

11月29日（火曜日） 16時30分から18時 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

定員10名
募集11月22日まで
https://www.chikushi-
u.ac.jp/lifelong/lecture/

筑紫女学園大学
社会連携センター
電話 092-925-9685


