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市民センターでは、子どもたちの「生きる力」を地域の力で育むことを目的に、令和 3年度から

「地域で育もう『未来の種』事業」に取り組んでいます。 

令和 4年度は、20 館の市民センターで、地域の歴史・文化や自然環境、防災等の地域の課題をテ

ーマに、地域団体や NPO 等と連携しながら、そのノウハウを活用した趣向を凝らした取組を実施し

ます。 

つきましては、ご多忙中と存じますが、ぜひ取材いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．事 業 名  地域で育もう「未来の種」事業 

２．事業目的  ①子どもたちの豊かな人間性を育み、自ら学び、自ら考える「生きる

力」の基盤をつくり、子どもの成長の糧につなげる。 

②地域づくりの未来の担い手である子どもたちの育ちを地域で支えるこ

とで、地域の活性化につなげる。 

３．事業内容  市民センターが主体となり、地域子育て支援団体、NPO、企業などのノウハ

ウを活用し、地域全体で子どもたちの健全な発達・育成を促す世代間交流・

異学年交流等につながる体験活動を実施 

４．実施状況  市民センター20館で実施（一部実施中） 

実施センターや内容については別紙参照 

※この事業は市民太陽光発電所の売電収入を活用し実施しています。 

 

   子どもたちの「生きる力」を地域の力で育む 

地域で育もう「未来の種」事業の実施について 

【問い合わせ先】 

北九州市市民文化スポーツ局生涯学習課 

担当 横川・菅 

 ℡：582-2385 



令和４年度 地域で育もう「未来の種」事業実施一覧

区 № センター 事業名＜テーマ＞ 連携団体 回数 実施日

1 丸山
「げんkid's　まるやま」
野外活動による多世代交流を通じ
て、その楽しさや危険性を学びます

NPO法人あそびとまなび研究所
丸山まちづくり協議会

10
7/2・8/20・9/7・9/21
10/5・10/15・11/26
12/27・1/6・1/14

2 清見

「新装開店！きよみマーケット子ど
も支店」
地域の課題である「買い物難民」の
解決策を子どもたちと一緒に考え、
実践します

NPO法人KID’ｓwork
清見まちづくり協議会

6
9/17・10/15・10/22
11/26・12/10・12/17

3 大里東

「育てよう！未来を担う大東の
子！」
大人たちと一緒に、子どもたちの心
に残る様々な体験活動を実施します

子ども食堂　食育「五つの力」 10
7/1・8/5・8/19・9/2
10/21・11/11・12/16
1/6・2/3・2/20

4 井堀

「リトルシェフ　いぼりSchool　開
校！」
子どもたちが食文化を学び、食べる
ことや作ることの楽しさを体験しま
す

九州栄養福祉大学 5 8/4・5・18・19・27

5 今町

「むらさき川探検隊」
紫川をテーマに、公害克服の学びや
体験活動を通じて、環境保全の大切
さ、地域の取り組みを学びます

NPO法人北九州ビオトープ・
ネットワーク研究所

7

6/18・7/16・8/6
8/27・9/24

10月（1回）11月（1回）
※10月以降は日付未定

6 中島

「中島トレジャーズ～世代を超えて
伝統文化にチャレンジ!!～」
スポーツや様々ば体験を通じて、礼
儀作法や伝統文化を学びます

中島校区子ども育成会
中島校区まちづくり協議会

4
8/6・9/10・1/14

2/25

7 長行

「きみの未来を輝かせる人生の宝さ
がしに出かけよう！～絵本は最高の
宝の地図だ！～」
絵本をテーマとして体験活動を通じ
て、異世代交流や本の楽しさを知る
機会とします

株式会社　こどものとも福岡
福音館書店　絵本専門士
長行校区まちづくり協議会

11

7/30・8/19・8/20
9/3・10/22・11/5
11/19・12/3

1月（未定）・1/28
2/18

※1月の1回は日付未定

8 東朽網

「認知症世界を見て知ろう！～地域
でできることを考えよう～」
認知症の理解・体験を辻て、地域全
体の見守りや異世代の相互理解を深
めます

認知症支援・介護予防センター
東朽網校区社会福祉協議会

6
8/3・8/20・9/3
9/17・10/1・10/15

9 高須

「子どもたちが『高須が好き』と思
える場所づくりを～次世代リーダー
の育成～」
子どもたちによる地域の方へのイン
タビューを通じて、多世代交流や地
域を知る・興味を持つ機会を作り出
します

NPO法人KID’ｓwork
高須地区まちづくり協議会

9

7/28・8/17
8月（1回）・9/3・10/1
11/5・12/3・1/7
2月（1回）

※7・8・2月は日付未定

10 若松中央

「我が街のシンボル　『若戸大橋を
もっと知り隊』」
地域のシンボル「若戸大橋」を題材
にした学びや体験を通じて、シビッ
クプライドの醸成を図ります

NPO法人KID’ｓwork
若松中央区まちづくり協議会
若松中央児童クラブ

9
7・8月（各3回）

9・10・11月（各1回）
※日付は未定

11 赤崎

「なつやすみ☆キッズ防災アカデ
ミー」
防災に関する学び・体験活動を通じ
て、防災意識の向上、地域との連携
強化を図ります

NPO法人好きっちゃ北九州
北九州市立大学
若松高校

4
7/27・8/10

8/24（AM・PM）

門司

小倉北

小倉南

若松

※実施日は新型コロナウイルスの感染状況により変更となることがあります



令和４年度 地域で育もう「未来の種」事業実施一覧

区 № センター 事業名＜テーマ＞ 連携団体 回数 実施日

12 高槻

「～五感を研ぎ澄ませ～『ふるさと
の自然を体感しよう』」
地域の豊かな自然環境を生かした学
び・体験活動を通じて、子どもたち
の主体性、地域への愛着を育みます

北九州市立大学地域創生学群猪
倉実習
（まちづくり協議会　北九大部
会）
高槻まちづくり協議会

10

7/9・7/30・8/6
8/27・9/3・9/10
10/8・10/22
11/26・12/26

13 枝光北

「『体験の風を起こそう！』子ども
の心を動かす五つの体験」
地域の人たちとの交流や歴史を知る
ことを通じて、自分たちが暮らす地
域への興味・関心を育みます

NPO法人あそびとまなび研究所 5
7・8月開催予定分は延期

（日付未定）
10/23・1/28

14 八幡大谷

「脱炭素にチャレンジvol.2～食卓か
ら０カーボンを考えよう～」
高校・大学とも連携して、身近な食
卓からゼロカーボンを考える学びや
体験活動を実施します

北九州市立大学
八幡大谷まちづくり協議会
中央第一地区社会福祉協議会
中央第二地区社会福祉協議会

6
7/21・7/25・7/29
8/3・8/19・8/23

15 永犬丸

「グローイングシーズ永犬丸」
スポーツやものづくり体験等を通じ
て、地域活動への興味を深め、地域
の人たちと関係づくりを図ります

北九州ESD協議会
永犬丸まちづくり協議会

6
9/4・10/8・10/29
12/17・1/7・1/14

16 浅川

「浅川こども演劇教室」
演劇を通じて、子どもたちのコミュ
ニケーション能力の習得、また他者
との関わり通じた人間形成を目指し
ます

子ども演劇教室「てあとる☆も
んど」
浅川校区青少年育成部会

20

10/8・10/15・10/22
10/29・11/5・11/12
11/19・11/26・12/3
12/10・12/17・12/24
1/7・1/14・1/21・1/28
2/4・2/18・2/25・3/4

17 鳴水

「わがまち探検Ⅰ～鳴水のマップを
つくろう！～」
子どもと地域の大人が一緒に校区を
歩いて、調べたことをもとにマップ
を作り、次年度のバンコ（ベンチ・
まち憩いの場）作りについて話し合
い地域への愛情を育みます。

九州大学大学院
鳴水まちづくり協議会

5
5/14・6/11・9/3
9/24・10/15

18 三六

「未来を担う子どもたちへ～心に優
しさを増やしていこう～」
高齢者や障害のある方について、訪
問や共同体験を通じて、より身近に
感じることで思いやりの心を育みま
す

戸畑リハビリテーション病院 5
7/9・7/26・8/9
8/24・9/17

19 西戸畑

「Ｉ　♥　西戸畑　～若戸大橋の下で
本気で遊ぶ～」
ワークショップを通じて、参加者の
コミュニケーション能力の向上を図
るとともに、協調性を育むきっかけ
とします

玄海グリーン＆アドベンチャー
共同企業体

10

5/25・6/15
8・9・10月（各2回）
11月（1回）・未定
※6月以降は日付未定

20 沢見

「スーパーリーダー沢見キッズ養成
プロジェクト」
「風」をテーマに、学びと体験を通
じて、興味・関心の幅を広げるとと
もに、防災意識の向上に繋げます

NPO法人KID’ｓwork
沢見まちづくり協議会ワーキン
ググループ

9

7/26・8/9・8/22
9・10月（各1回）・11/26
12・1月（各1回）・2/25
※9・10・12・1月は

日付未定

八幡西

戸畑

八幡東

※実施日は新型コロナウイルスの感染状況により変更となることがあります


