
平成29年度事業報告（平成２９年４月１日～平成30年３月３１日）

主催・共催 事業名 事業内容 場所 開催日時 参加者数 備考

夢サイトまつり 公民館まつり 夢サイトかほ 9月9日（土） 296名

野菜の寄せ植え 〃 9月10日（日） 20名

パンジー・ビオラの

寄せ植え 〃 10月29日(日） 22名

お正月・クリスマスの

寄せ植え 〃 11月19日(日） 22名

日本語教室 日本語初級講座 碓井地区公民館
11月28日(火)～

3月27日(火)計9回
34名（延べ人数）

【開講式】

高齢者が安心して生きるため
山田生涯学習館 5月19日（金） 55名

サルビア大学実行委員会・

山田地区公民館共催

認知症の方とであったら？ 〃 6月16日（金） 40名 〃

人権学習 〃 7月21日（金） 41名 〃

昔話 〃 8月18日（金） 41名 〃
研修視察

トヨタ自動車、水辺の館
宮若市・直方市 9月15日（金） 37名 〃

高齢者介護課出前講座 山田生涯学習館 10月20日（金） 34名 〃

語り伝える昔話と遊びにつ

いて 〃 11月17（金） 33名 〃

食生活を考えよう 〃 12月15日（金） 35名 〃

対等な関係をきづくために 〃 1月19日（金） 37名 〃

2018日本の行方／遠賀

川実は古代が面白い

【閉講式】

〃 2月16日（金） 33名 〃

嘉麻市公民館職員等

研修会

大橋分館・大隈分館実

践発表
夢サイトかほ 12月21日（木） 49名

夏休みときめき学習 ソーメン流し 大橋分館 7月27日（木） 74名 大橋分館共催

冬休みときめき学習 もちつき 　　　　〃 12月25日（月） 58名 大橋分館共催

人権・同和問題研修会
部落差別の解消の推進に

関する法律について
山田生涯学習館 3月23日（金） 29名

540名
青空フェスタ

実行委員会共催

健常者と障がい者の交

流の場・まつり
山田生涯学習館青空フェスタ

5月13日（土）

　～14日（日）

中央公民館

山田地区公民館

寄せ植え講座

サルビア大学



平成29年度事業報告（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

主催・共催 事業名 事業内容 場所 開催日時 参加者数 備考

盆踊り① 稲築地区公民館 7月25日（火） 30名

盆踊り② 〃 7月26日（水） 30名

おてだま体験 〃 8月2日（水） 17名 稲築西小

そば打ち体験 鴨生町公民館 8月18日（金） 11名 稲築東小

昼ご飯つくり 稲築地区公民館 8月23日（水） 14名 稲築西小

人権・同和問題研修会
部落差別の解消の推進に

関する法律について
　　　　〃 3月23日（金） 16名

燻製つくり 〃 5月28日（日） 35名

みそつくり 〃 1月21日（日） 9組（28名）

盆踊り① 碓井地区公民館 7月25日（火） 64名

盆踊り② 〃 7月26日（水） 32名

水鉄砲つくり 〃 8月1日（火） 40名

ピザ作り 〃 8月2日（水） 40名

うどん作り 〃 8月3日（木） 38名

碓井いきいき体験

キャンプin公民館

キャンプ

（保護者同伴）
〃

７月29日（土）

　～30日（日）
28名 住民会議碓井支部共催

リース作り 〃 12月23日（土） 32名

ケーキつくり 〃 12月25日（月） 32名

地域交流スポーツ大会 ペタンク 碓井屋内ゲートボール場 3月17日（土） 27名 住民会議碓井支部共催

人権・同和問題研修会
部落差別の解消の推進に

関する法律について
碓井地区公民館 3月26日（月） 13名

入隊式 夢サイトかほ 5月27日（土） 27名

山笠体験 大隈町 7月9日（土） 22名

カヌー体験 水辺の楽校付近 7月22日（土） 35名

沢登り体験 馬見 8月5日（土） 62名

工場見学

消防学校、ロケット石鹸
嘉麻市内の工場見学 8月22日（火） 26名

ペーパークラフト

ペタンク
夢サイトかほ 9月16日（土） 24名

雨天のため

水晶探しを変更

ILOVE遠賀川 水辺の楽校付近 10月8日（日） 20名

沖出古墳・芋堀体験 沖出・探検隊ファーム 11月3日（金） 24名

盆踊り講習

夏休みときめき学習

ふるさと探検隊

稲築地区公民館

嘉穂地区公民館

盆踊り講習

夏休みいきいき体験

ふれあい学習

冬休みいきいき体験

ふれあい学習

子どもと大人の体験教室

碓井地区公民館
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うどん打ち体験 夢サイトかほ 1月20日（土） 26名

まとめ 〃 2月17日（土） 23名

修了式・サケの放流 水辺の楽校付近 3月10日（土） 28名

竹風鈴つくり 夢サイトかほ 7月25日（火） 82名 大隈分館共催

弁当つくり 〃 7月27日（木） 71名 〃

アートに挑戦 〃 8月18日（金） 63名 〃

ペタンク

ソーメン流し
〃 8月21日（月） 82名 〃

竹飯

カレー作り
宮野分館 7月26日（水） 37名 宮野分館共催

ソーメン流し 〃 7月28日（金） 35名 〃

遠賀川の魚たち 〃 8月9日（水） 37名
宮野分館共催

雨天の為川遊びを変更

竹風鈴つくり 〃 8月17日（木） 30名 宮野分館共催

川遊び・ソーメン流し 大力公民館 7月21日（金） 51名 千手分館共催

竹風鈴つくり 千手分館 7月26日（水） 41名 〃

カレーつくり 〃 8月1日（火） 41名 〃

八丁トンネル 〃 8月9日（水） 46名 〃

お抹茶体験 〃 8月22日（火） 39名 〃

川遊び・ソーメン流し 足白分館 7月24日（月） 27名 足白分館共催

竹風鈴つくり 〃 7月28日（金） 23名 〃

うちわ・ノート作り 〃 8月3日（木） 23名 〃

ペットボトルで

ピザつくり
〃 8月23日（水） 22名 〃

盆踊り① 夢サイトかほ 7月27日（木） 4名

盆踊り② 〃 7月28日（金） 9名

防災研修会 防災研修・体験学習
夢サイトかほ・

福岡市民防災センター
3月7日（水） 11名

人権・同和問題研修会
部落差別の解消の推進に

関する法律について
夢サイトかほ 3月19日（月） 9名

集まれ！かほっ子 益富山探検 益富山 3月28日（水） 54名

ふるさと探検隊

嘉穂地区公民館

夏休みときめき学習

盆踊り講習


