［実施］平成16年度〜

共働事例紹介

共働メニュー

01

環境

資源循環講座

子どもの居場所づくり

子ども

講座＆ワークショップ

団体紹介

①ダンボールコンポスト講座

②落ち葉堆肥づくり講座

③グリーンカーテン講座

④循環堆肥でベランダ菜園講座

NPO法人循環生活研究所
設立年
住所

ねらい

板付北公民館×NPO法人子どもNPOセンター福岡

連絡先

地域の資源
（生ごみ・落ち葉・雑草）で堆肥をつくり、

2000年設立、2004年法人格取得
福岡市東区三苫4-4-27
tel. 092-405-5217
E-mail. nagata@jun-namaken.com

楽しく野菜やお花を育て、
循環の実践を目指す。

URL. http://www.jun-namaken.com
連絡担当者：永田

地域の課題

地域における子どもの居場所が不足している…

ベランダで簡単にできるダンボー
メニュー概要

ルコンポストのつくり方から、落ち
共働の実践

葉、雑草、剪定葉の堆肥化の講座。実際

魅力ある子ども達の居場所を継続的に提供できるようになった！

対象

にできあがった堆肥の活用講座では、
緑のカーテンやベランダ菜園、1坪農
園など、ご要望に応じた講座を開催し

そして、このプログラムをもとに、公民館が地域の地

子どもの居場所づくりに取り組みたい

理的・歴史的背景や地域特性を活かした企画をNPOと一
緒に実施・改善しながら、
「 リヤカーで行こう！太宰府

この共働は、板付北公民館が、これまで子ども事業で

（上）
忍者修行の体験イベント。

ます。ごみ減量から、安全で美味しい

（右）子どもの居場所づくり、週末の事業とし

野菜づくりをはじめてみませんか？

キャンプ」
「 板付遺跡ホタル飛翔プロジェクト」
「 ハンド

ら話をもらったことがきっかけで始まりました。

ベル演奏」などの子どもたちにとって魅力あるメニュー

ログラムの企画などのさまざまなノウハウを提供し、公

をつくり上げました。

民館は地域特性を活かした独自のプログラムにしてい

特に「板付遺跡ホタル飛翔プロジェクト」では、遺跡を

に、設計段階から子どもたちの気配を感じる空間など、
子どもの居場所となる公民館を目指していました。

知ってもらうとともに、環境保全の意識啓発を行うこと

きました。
［課題］

さらに目標の実現に向け、公民館職員をはじめとする

かしむ高齢者など幅広い世代が集まっています。また運

ハウとして習得し、文部科学省の受託事業が終了した後

営スタッフも、青少年育成連合会や地域の多くの方々に

も、
公民館事業として自立、
継続することができています。

探しており、
この両者の思いが一致しました。

関わってもらっています。

年間を通じて、
開かれた「子どもの居場所」になった公民館

板付北公民館

地域における子どもの
居場所が不足

地域の皆さんが主体的に取り組んだことで、
自らのノウ

省の「子どもの居場所づくり新プラン」により、
「 地域子
ども教室」事業の委託をうけ、事業を実施できる地域を

このように取り組んだ結果、これまで土曜日だけだっ

板付北校区の子どもたちにとって魅力のあるプログ
ラムとするために、NPOの視点から地域を調査し、今ま

となりました。

で認識できていなかった地域資源を再確認できました。

公民館は、NPOから「居場所」の考え方や「居場所づく

「地域子ども教室」
事業を実施したい

崎、小田部）などとのネットワークができ、他公民館との

公民館は、地域の窓口としての役割を担い、地域住民

本プログラムをつくりました。

情報交換を通じて「こんなこともできる」など、事業のア

の参加を得ながら、事業のプログラムの検討・実施を行

イデアを広げることができています。

いました。

［役割］

［役割］

事業内容の検討・実施

事業立案のアドバイス

事業実施、
検証
住民との連絡・調整

事業の枠組みづくり
安全管理等の研修
事業実施のサポート

［成果］
情報交換の仕組みができた
魅力的なプログラム
ネットワーク

地域の窓口

き、ハンドベルやバドミントン、卓球などの道具を揃え
ることもでき、
現在もその道具を利用しています。
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2002年
福岡市博多区美野島2-16-8

日大ビル1階

tel. 092-414-1234
E-mail. gw-fuku@d3.dion.ne.jp
URL. http://www.h3.dion.ne.jp/ gw-fuku/

メニュー概要

います。

対象

できるところから実行してみましょう。
このワークショップでは、
実際に自分
たちが住んでいるエリアの課題を見つ

03

環境

住所
連絡先

09

県立福岡視覚特別支援学校でのハーブガーデ
スマスイルミネーション、芋焼酎プロジェク
ト（八女市上陽町）

設立年

子どもたちが遊びの中で自主的に3Rの大切さを学び、
イベントスタッフ

てくる。②子ども向けワークショップ
に参加する。
（環境クイズ・ものづくり・

2005年

住所

福岡市西区泉3-14-8

連絡先

tel. 090-8765-5566
E-mail. ume04050418@yahoo.co.jp

として大人も巻き込こむことで地域に新しい活動が芽生える。

福岡市中央区赤坂1-2-7 みずほビル506

HP. http://kodomonpo.main.jp/

特になし
交通費程度

実績

ベスタ（環境たくみの会所属）

かえっこバザール

tel. 092-716-5095 fax. 092-716-5095
E-mail. kodomo-npo.cf@rose.ocn.ne.jp

重され、豊かな発達が保障される社会の実現を目指しています。

20〜30名
4時間×4回

準備
費用

団体紹介

連絡担当者：松竹

会場内のお手伝いをする。また、会場
によってはオークションもします。

庭から不要になったおもちゃを持っ

子どもに関する市民のネットワークとNPOの基盤づくりを進め、子どもと
大人がともに育つ地域づくりを図ることにより、子どものいのちと心が尊

人数

ンづくり、南区東花畑小学校区での新池クリ

ワークショップ＆イベント

ト」は次の方法で集められます。①家

NPO法人子どもNPOセンター福岡

児童〜高齢者

時間

けるところから、
その解決方法を考え、

のリユースイベント。
「 かえるポイン
団体紹介

共働のポイント

彫りにし、
それらのさまざまな課題を難

ておもちゃの交換をする子ども向け

入ることができる地域の窓口を持つことができました。

「子どもの居場所づくり」という目標の中で、NPOはプ

設立年

実行に移してみるまでのサポートを行

易度ごとにまとめてみます。
課題解決に

みんなで「かえるポイント」を使っ

際、板付北公民館を通じて、スムーズに小学校や地域に

①目標を共有して、
一丸となって進めた

特定非営利活動法人グラウンドワーク福岡

連絡先

身近な住環境に潜む様々な課題を顕在化させ、

共働メニュー

ランづくりなどの役割を担いました。

費用分担に関しては、NPOの受託事業の中で実施で
NPOは、地域の実態調査など別の事業で地域に入る

団体紹介

住所

ねらい

玉などの昔遊び、歌、演奏、自然環境の保全活動などの基

②NPOは、
地域とつながる窓口ができた

赤坂公民館、草ヶ江公民館、三筑公民館など、
年間300〜400講座開催。

ワークショップ

身近な環境改善事業（ワークショップから実践活動まで）

NPOは事務局として事業全体のコーディネートやプ

NPOが中心となり福岡市内3つの公民館（名島、東箱

環境

向けて長期および短期の計画を立てて、

と言えます。

絵本の読み聞かせ、紙芝居、囲碁や将棋、卓球、工作、お手

02

連絡担当者：堂園

③お互いの役割分担を明確にして進めた
①他公民館とつながる仕組みができた

共働メニュー

地域にひそむ課題をいっしょに浮き

公民館に年間を通じて
開かれた
「子どもの居場所」
をつくる

これは、今後の地域活動を考える際にも、大きな収穫だ

り」のために必要な道具、居場所の運営方法などを学び、

プロジェクター、スクリーン、ホワイトボード
材料費実費、講師料10,000円。

実績

課題解決に向けての目的意識を醸成する。

②NPOの視点から地域の文化を知ることにつながった

た子ども事業が、平日も実施されることとなり、板付北

NPOが仲介役となったネットワークによる
情報交換の仕組みができた

めていきました。

［思い］

相談

［共働のテーマ］

公民館は、年間を通じて地域に開かれた子どもの居場所

「子どもの居場所づくり」は、板付北公民館を拠点とし
て、地域の方々の協力や小学校との連携を保ちながら進

NPO法人
子どもNPOセンター

ねらい

ができています。参加者は、子どもだけではなく、昔を懐

一方、NPO法人子どもNPOセンター福岡は、文部科学

何名でも可能
1.5〜2時間程度

準備
費用

て、
工作の体験などを開催している。

付き合いのあったNPO法人子どもNPOセンター福岡か
平成16年当時、板付北公民館は、公民館建て替えを期

子ども（幼保園・小中学校）〜高齢者

人数
時間

メニュー概要
対象

子ども（幼児〜小学生）

人数

30〜400名

時間

3〜5時間

準備

イベント規模に応じた地域のボランティアスタッフ

費用

10,000円+交通費・当団体スタッフ4〜6名／1回

実績

公民館（堤、鳥飼、花畑、今宿、元岡、前原中央
等）にて実施。福岡市西部3Rステーション、福
岡市西区環境フェスタ、西都・ももち浜・西新

ゲームなど）③子どもスタッフとして

地域イベントなど。
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あすみんは2016 年 4月1日に、今泉に移転しました。

あすみんは2016 年 4月1日に、
今泉に移転しました。

