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市町村名 事　　　　業　　　　名 開催期日 開催場所 参加者 主　な　内　容

平成18年11月26日 502
・講演会　・シンポジウム　・活動発表
・フリートーク　他

平成19年11月25日 検討中

平成18年10月28、29日 8,000

平成19年10月27、28日

春日市地域子ども教室フォーラム 平成18年10月15日 80 ・講演　・遊び名人活動報告

平成19年2月4日
平成19年10月21日
平成20年2月16日

平成18年11月3、4日 9,000

平成19年11月3、4日

大野城市生涯学習フェスティバル 平成18年11月11、12日 34,500

・生涯学習展　・心の教育フェスティバル
・まちづくり産業展　・まどか文化祭
・健康展　・すこやか大野城21推進大会
・国際交流フェスティバル

まどかフェスティバル 平成19年11月3､4日

・生涯学習展　・心の教育フェスティバル
・まちづくり産業展　・まどか文化祭
・健康展　・すこやか大野城21推進大会
・国際交流フェスティバル
・みどりの広場　・御笠川フェスタ

平成18年11月11､12日

平成19年11月10､11日

平成18年11月23日 500
・三遊亭楽太郎講演会
・演奏会

平成19年11月23日
・島田洋七講演会
・演奏会

生涯学習啓発講演会 平成18年6月5日 志免町民センター 800 講演会

生涯学習サマーフェア 平成18年8月4日 志免町民広場 8,000 夏まつり、ステージ（バンド、太鼓等）

生涯学習スポーツフェア 平成18年10月14日 志免中学校 5,000 町民大運動会

生涯学習フェアｉｎしめ 平成18年11月2、3日
町民センター
志免生涯学習館

5,000 実践発表（展示・舞台発表）

平成18年10月28日 550

平成19年10月27日

平成18年10月21、22日 3,000

平成19年10月13、14日

平成18年6月 576

平成19年6月

新宮町芸術祭 平成18年6月 1,100 町文化協会講師の発表会

平成18年10月 2,100

平成19年10月

平成18年10月～11月 4,000

平成19年10月～11月

平成18年11月25日 志摩中央公園周辺 2,500
・芸能発表　・収穫体験
・スタンプラリー　・親子工作教室

未定

平成19年2月25日
平成19年3月3、4日
平成19年3月25日

延人数
約5,000

平成20年2月23、24日
平成20年3月2日

図書館まつり 平成18年7月22、23日 約2,000

ユメまつり 平成19年7月21、22日

平成18年11月、平成19年3月 800

平成19年11月

平成18年11月11、12日 1,000

平成19年11月10、11日

平成18年10月13～15日

平成19年10月19～21日

平成18年11月12日 2,008

平成19年11月11日

平成18年11月24～26日 約1,500

平成19年11月

平成18年12月13～17日 約3,000

平成20年2月

・マナビィランド・子どもフェスティバル

北野公民館　他久留米市

舞台発表と作品展示

直 方 市

ユメニティのおがた
直方市立図書館

・講演会　・ビデオ上映
・おはなし会　・人形劇
・ブックリサイクルバザー等

志 摩 町 志摩ふれあい秋まつり

学習の成果発表として
・ステージ出演　・作品展示
・バザー　・イベント開催

生涯学習センター

那珂川町

・社会教育計画書の説明
・講演会

えーるピア久留米

・作品展示　・ステージ発表
・バザー

「子どもを地域で育てよう！」
講演会、活動報告会、活動見学会

・地域子ども教室、子ども公民館の活動
報告春日市ふれあい文化

センター他

春日市文化祭 ・作品展示、芸能発表

大野城まどかぴあ
及びその周辺

ミリカローデン那珂川

基調講演とシンポジウム

まいなびフォーラム

久留米市生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

生涯学習フェスタ祭りひさやま

鞍手町公民館まつり

フェスティバルIN“よう”きたの

校区文化祭

生涯学習推進大会等の開催（1８年度実績、１９年度予定）

『ふみの里』　生涯学習フェスタ 町立中央公民館

生涯学習総合センター

宇 美 町

北九州市

生涯学習センター　他筑紫野市 生涯学習フェスティバル

大野城市

生涯学習フェア

町文化協会各サークルの発表会

生涯学習成果の発表・作品の展示

・サークル作品展示　・芸能発表会

生涯学習研修会

アザレアホール

久山中学校グランド

中央公民館・働く婦人の家まつり

新宮町文化祭

生涯学習まちづくりフォーラム

新 宮 町

粕 屋 町

志 免 町

須 恵 町

町民文化祭

春 日 市

中央公民館

そぴあしんぐう

ユメニティのおがた
中央公民館
働く婦人の家
男女共同参画支援室

校区公民館　他二 丈 町

久 山 町

水 巻 町

公民館まつり

三潴町公民館　他

・芸能発表
・展示発表

・自主サークル展示　・自主サークル実技
発表　・自治公民館サークル実技発表

中央公民館

鞍手町中央公民館

・創作品展示　・サークルの発表会
・子どもたちの発表会　・バザー他

・ピアノコンサート
・朗読会

小 竹 町

鞍 手 町

三潴生涯学習フェスティバル
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小 郡 市 生涯学習フェアinおごおり 平成18年11月4、5日
生涯学習センター
文化会館　他

生涯学習の成果発表（作品展示、学習体
験の提供）他

平成18年11月3日～5日
浮羽公民館
浮羽体育館
浮羽庁舎　等

3,000

平成19年11月3日～5日
吉井中央公民館
ムラおこしセンター
文化会館

平成18年10月14、15日

平成19年11月

平成18年10月14､15日
平成19年10月20､21日

平成18年11月4､5日 500

平成19年11月2～4日

平成19年3月3､4日 1000

未定

平成18年11月11､12日 3,000

平成19年11月10､11日

平成19年1月27日 1,800
・宮原　哲氏の講演会　・花づくりコンクー
ル表彰　・ステージ発表　・作品展示

平成20年1月26日

みやま市 みやま市文化祭 平成19年11月 まいピア高田 ・芸能発表　・作品展示　・講演会

平成18年11月2～5日 700

平成19年11月1～4日

平成19年3月3、4日 250

平成20年3月1、2日

平成19年3月3、4日 500

平成20年3月初旬

平成19年3月4日 1,000

平成20年3月2日

平成18年11月3～5日 3,000

平成19年10月13、14日

平成18年11月3～5日 2,000

平成19年11月2～4日

平成18年11月19日 800

平成19年11月3日

家庭教育セミナー 平成18年11月30日
地域住民に対して子育てに関する現状
や情報を伝える

総合文化祭 平成18年11月3、4日 生涯学習で取得した技能発表

糸 田 町 食育講演会 平成19年3月4日 糸田町町民会館 70 牛島達郎氏による講演

総合文化祭
日中交流水墨画公募展

平成18年11月3～5日 20,000 ・芸能　・展示活動

総合文化祭 平成19年11月

朝倉地域生涯学習フェスティバル及び文化
祭

・文化協会成果発表
・子ども文化体験活動発表
・公民館学級
・地域活動指導員成果・活動発表

うきは市 うきは市民文化祭

朝 倉 市

杷木地域生涯学習セ
ンター

・生涯学習フェスティバル
・文化祭

くろぎ文化祭

筑前町文化まつり〔展示〕

　　　　　〃　　　　　〔舞台〕

杷木地域文化祭

・芸能、展示発表　・青少年主張大会
・健康まつり　・映画会　・もちつき大会

大刀洗ドリームセン
ター、中央公民館

コスモスプラザ 生涯学習の作品展示

めくばーる

生涯学習推進大会等の開催（1８年度実績、1９年度予定）

筑 前 町 

コミセンまつり
イイヅカコミュニティセ
ンター

桂 川 町

桂川町文化祭

図書館まつり

田 川 市 公民館まつり

桂川町立図書館

川 崎 町

朝倉地域生涯学習セ
ンター

中央公民館

黒木町開発センター

生涯学習フェスタｉｎちくご

公民館まつり

中央公民館他

添 田 町 オークホール

生涯学習の舞台発表

サンコア

飯 塚 市

自主サークル発表

・作品展示　・自主講座の発表
・癒しコンサート

桂川町住民センター他

サークル・各種団体等の発表及び展示等

広 川 町

川崎町民会館
川崎町中央体育館
コミュニティセンター

・文化協会の芸能部門
・作品制作の展示部門

・作品展示　・舞台発表　・模擬店の出店
・アトラクション　・記念講演など

田川文化センター
田川青少年文化ホール

・お話会　・古本市　・布の絵本作り体験

・サークル　・発表会　・展示会

文化連盟加入者及び各種講座参加者の
作品展示・発表

黒 木 町

生涯学習フェスティバル

立 花 町

大刀洗町ドリームまつり

筑 後 市

大刀洗町


