飯塚市のまちづくりに参加しませんか？

－大学生の皆さんが参加されているまちづくり事業をご紹介－
○飯塚市は、「福岡県21世紀プラン」において「県央文化・情報都市」に位置づけられている緑に囲まれた歴史
と文化の香り高い街です。
○学園都市飯塚には、近畿大学、九州工業大学、近畿大学九州短期大学がキャンパスを構え、次世代を担
う人材が集まっています。
○本市では、“市民と行政が協働で創る魅力あるまちづくり”を進めており、大学生の皆さんもまちづくりのプレー
ヤーとしての活躍が期待されています。
○大学生の皆さんの若さあふれる行動力とアイデアを飯塚市は待っています。
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お互いに学ぶ生涯学習の推進

■飯塚市少年の船事業

■子どもパソコン教室

沖縄研修等のレクリエーションや団体生活を通じて、青少年の社
会性を培い、地域のリーダーとして活躍する人材育成を実施してい
ます。子ども団員（小学４年生～中学１年生）を指導・支援す
る学生ボランティアを募集しています。

九工大生が中心になって運営しているボランティア団体「地球っ子
ネットワーク」では、次代を担う人材育成を目的に、小学生や働き
たい女性を対象としたパソコン教室をはじめ、小中学生を対象とし
た夏休みキャンプ等の魅力あるイベントを開催しています。

◇時期：５～１０月
◇主催：飯塚市少年の船運営委員会

◇時期：毎週土曜日、夏休み
◇主催：地球っ子ネットワーク

■庄内生活体験学校「生活体験合宿」

■サイエンスモールｉｎ飯塚

「生活体験合宿」とは小学生が宿泊しながら自炊、風呂沸し、動
物飼育、農作業、堆肥づくり、森づくりなど多くの体験活動を団体
生活の中で行うことで、子ども達の「生きる力」を育む事業です。子
どもと一緒に宿泊しながら調理・清掃・礼儀作法などの生活指導
を行う「宿泊ボランティア」、日中に調理・農作業など様々な体験
活動の支援指導を行う「体験活動ボランティア」の２種類の学生
ボランティアを募集しています。

子どもたちの理科離れに歯止めをかけるため、子どもから大人まで
自由に参加できる参加型科学イベントを実施しています。地域内
外の大学・高校を中心にさまざまな体験型ブースを出展しており、
学生の皆さんは各ブースにおける参加者への説明・指導・助言をし
ていただいています。
◇時期：９月
◇主催：サイエンスモールｉｎ飯塚実行委員会

◇時期：通年
◇主催：飯塚市生涯学習課

■二瀬公民館まつり

■成人式実行委員会

公民館サークル等の作品展示、ステージ発表、その他各種バザー
や福引などを行い、地区住民の皆さんが集い交流を深めています。
九工大生にはボランティアとして準備から片付け、バザーの開催等
に協力をいただいています。

本市の成人式は、若い世代のニーズを反映した特色のある式典と
なるように、市内各地区からの新成人代表や一般公募による参
加者を構成員とする実行委員会方式によって企画、運営していま
す。新成人に配付する記念品の選考やデザインの作成、パンフレッ
トの作成、ステージアトラクションの企画、福引抽選会の景品の選
考など、全ての内容に携わっていますので、この一大イベントへの企
画、運営に、大学生の皆さんの参加を募集します。

◇時期：１１月（第２土・日曜日）
◇主催：二瀬公民館

◇時期：９月～１月
◇主催：飯塚市、飯塚市教育委員会（生涯学習課）、
飯塚市成人式実行委員会
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お互いに学ぶ生涯学習の推進

■二瀬地区住民運動会

■クリーンキャンペーン

地域住民が一堂に集い、終日スポーツを楽しみながら相互の連帯
と親睦を深め、より一層健康で明るい市民生活を確立することを
目的としています。
九工大生には住民運動会スタッフとして用具係を担当してもらい、
また運動会の準備から片付けも協力をいただいています。

春先に九州工業大学の新入生を歓迎するために、ゴミのない美し
い街並「クリーンキャンペーン」を実施しています。
九工大生も一緒に参加していただいています。
◇時期：３月
◇主催：二瀬地区まちづくり協議会

◇時期：９月（第１日曜日）
◇主催：二瀬地区社会体育振興会

■夏休み寺子屋

■放課後子ども教室推進事業

二瀬地区の子どもが集団生活を通して、日常の様々な生活体験
を行い、自ら考え、学び心身ともに豊かな人間形成を身につけ、お
互いの親睦と理解を深め、世代間交流の輪を広げています。
九工大生の皆さんに、各活動の指導をしてもらっています。

市内各地区において、放課後や週末等に小学校の余裕教室 や
公民館等を活用し、小学生が大学生・高齢者など多くの地域の
方々との交流を行っています。土曜日の午前中を中心に、ジャグリ
ング、パソコン教室、工作教室、ニュースポーツ等、様々な学習・
体験活動等を行っており、学生の皆様には子どもたちの「生きる
力」と「心豊かな成長」を支援するために、ボランティアとして参加し
ていただいています。

◇時期：夏休み期間中（１日）
◇主催：二瀬地区青少年健全育成会

◇時期：通年
◇主催：飯塚市教育委員会生涯学習課
共催：飯塚市立各小学校
主管：飯塚市各地区公民館、各地区（校区）放課後
子ども教室推進事業運営委員会

■生涯学習ボランティアネットワーク事業

■科学実験クラブ

～生涯学習ボランティアネットワーク「ＬＩＮＫ」～
【Ｎｅａｒボランティア（学生ボランティア）】
ボランティア活動に興味を持つ中学生や高校生、大学生を学習ボ
ランティアとして登録し、学習援助者として小・中学校や児童セン
ター、公民館等へ派遣しています。

青少年の健全育成を目的として、今年度は夏休み期間を利用し
て開催します。
子どもの科学に対する興味、関心を高めるために、様々な科学実
験を体験する場を提供して、子ども達と九工大生との交流を深め
ています。

◇時期：通年
◇主催：飯塚市教育委員会生涯学習課

◇時期：夏休みまたは冬休み期間（１日）
◇主催：二瀬地区青少年健全育成会
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お互いに学ぶ生涯学習の推進

男女共同参画の推進

■まつり菰田

■就業支援パソコン講座

菰田地区の「まつり菰田」は、まつり菰田実行委員会と梅華祭実
行委員会の主催により、地域住民の連帯の輪を広げ、明るいまち
づくりの推進、並びに青少年の健全育成と公民館活動の充実を
図るために開催しています。近畿大学九州短期大学の「梅華祭」
との共同開催が恒例となり、地域住民と学生が一体となりまつりを
盛り上げ、多くの来場者で賑わっています。

就業支援事業の一環として、再就職を希望する女性を対象に
パソコン操作技術習得のための講座を開催しており、大学生の
方に講師として参加していただいています。
◇時期：９月
◇主催：飯塚市男女共同参画推進課

◇時期：１１月
◇主催：菰田まちづくり推進協議会、まつり菰田実行委員会、
梅華祭実行委員会

歴史的・文化的遺産の保護と活用

■飯塚山笠

■筑前の國いいづか街道まつり

江戸時代の享保年間に始まったといわれる飯塚山笠は、飯塚の夏
の一大祭りとして市民に親しまれています。
毎年7月15日の「追い山」では、約3,000人の男衆が、中心市街
地の全長約２㎞のコースを走り抜けるタイムを競っています。大学
生の皆さんも飯塚の夏の一大イベントに参加しませんか。

飯塚市が宿場町であったという歴史的事実を踏まえ、時代仮装行
列等を行っています。また、ストリートダンスやコスプレパレードなど、
賑やかな企画も盛りだくさんです。この中で、大学生がステージ企画
やイベントの進行・補佐を務めるなどして祭りを盛り上げています。
◇時期：10月
◇主催：筑前の國いいづか街道まつり協賛会

◇時期：７月
◇主催：飯塚山笠振興会

安全・安心なまちづくりの推進

国際的スポーツ大会の支援

■学生防犯ボランティア

■飯塚国際車いすテニス大会

住民、事業者、警察、行政が一体となって、犯罪を防ぎ、安全で
安心なまちづくりを行う一環として、学生による防犯活動を促進して
います。
平成２７年度は、近畿大学「いしんの会」のみなさんが、防犯促
進のため街頭キャンペーンや立岩小学校の児童を対象に防犯教室
を実施しました。

昭和60年から毎年開催されているこの大会は、現在では国際テ
ニス連盟公認のスーパーシリーズに格付けされています。
国内はもちろん、海外からも多数の選手が来日し、連日熱戦が繰
り広げられます。期間中は延2,000人のボランティアが運営を支え、
市内の大学からも多数の学生が参加しています。
◇時期：５月中旬
◇主催：ＮＰＯ法人九州車いすテニス協会

◇時期：通年
◇事業主体：九州工業大学「ピルエット」、
近畿大学「いしんの会」、飯塚警察署
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障がい者福祉の充実

■ふれあいサマースクーリング

■療育キャンプ

市内の障がい児の社会参加促進とそれを支えるボランティアの育
成を目的に、毎年開催しています。期間中はふれあいを大切にし
たスクール形式のカリキュラムに沿って、ボランティアで参加した大学
生等と障がい児が楽しく取り組みます。

障がい児（者）の社会参画促進を目的に、毎年実施しています。
この療育キャンプには当事者の家族も参加するため、ボランティアで
参加した大学生は、障がい児（者）のふれあいはもちろん、その
家族とも有意義な時間を過ごします。
◇時期：８月下旬（１泊２日）
◇主催：飯塚市社会・障がい者福祉課

◇時期：７月下旬の５日間
◇主催：飯塚市社会・障がい者福祉課

豊かな自然環境の保全

■みんなの健康・福祉のつどい

■Ｉ ＬＯＶＥ 遠賀川

健康や福祉に対する正しい理解と認識を啓発し、誰もが安心して
暮らせるまちづくりを目的に、作品展示、ステージイベント、バザー
等を実施します。運営には市内の大学生にもボランティアとして協
力していただき、子どもからお年寄りまでみんなが楽しめるイベントに
なっています。

飯塚市の中央部を流れる遠賀川。「遠賀川に清流を取り戻そう。」
と始まった清掃活動が「I LOVE 遠賀川」です。住民や大学生、企
業、行政などの実行委員会で運営され、現在では、流域の自治体
へと輪が広がるなど、本市の大きなイベントの１つとして親しまれてい
ます。
◇時期：１０月
◇主催： I LOVE 遠賀川実行委員会

◇時期：１０月
◇主催：飯塚市、飯塚市社会福祉協議会、飯塚医師会、
西日本新聞社

地域の美化活動

■花いっぱい推進協議会
花を通じて飯塚市を明るい郷土とすることを目的に、一年を通じて
各種事業を実施しています。
特に、遠賀川中ノ島や横田休耕田の種まき事業には、協議会会
員だけでなく、一般のボランティアの協力も呼び掛けています。
◇時期：通年
◇主催：飯塚市花いっぱい推進協議会
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多様な交流によるまちづくりの推進

■飯塚国際交流市民のつどい

■お国料理教室

外国人との交流及び異文化理解による地域の国際化を推進す
る目的で、実際に外国人が作る本場お国料理の販売を「筑前
の國いいづか街道まつり」フードコーナーにて開催しています。
また、中学生・高校生が英語で、外国人が日本語で日頃の思
いをスピーチする「スピーチコンテスト」を実施しています。スピーチ
コンテスト会場では、外国のお茶やお菓子の提供も行われており、
気軽に参加していただけます。

市民の異文化理解を推進するため、留学生等やその家族の
ご協力のもと、外国の文化（料理）や習慣を紹介し、市民と
の交流を促進しています。
◇時期：年２～３回程度
◇主催：飯塚国際交流推進協議会

◇時期：秋頃
◇主催：飯塚国際交流推進協議会

■ホームビジット

■留学生支援センター

日本人家族を訪問し、歓談することを通して交流を深め、日本理
解を進めたいと考える留学生等の外国人に対して訪問先を紹介
します。対面式から1年間を交流期間とし、滞在時間が2～3時
間の家庭訪問（ホームビジット）を標準としています。外国人は7
月、ホストファミリーは8月から募集を開始しますので、国際交流に
興味をお持ちの方の参加をお待ちしています。

留学生への支援として、自転車を貸与しています。
留学生の皆さんには、公民館まつり・クリーンキャンペーン・国際交
流事業など地域の行事に協力していただいています。
◇時期：通年
◇主催：二瀬地区留学生支援センター

◇時期：９月（対面式）
◇主催：飯塚国際交流推進協議会

教育・文化の充実
■放課後学習塾など
大学生を学習指導等の講師として招聘し、学生との交流によって
学習することの意味や目的について考えさせ、ひいては生徒の学力
向上や規則正しい生活（学習）習慣・方法を身につけさせる一
助となるべく実施しています。
＜平成27年度実施校＞
二瀬中学校、幸袋中学校、鎮西中学校、頴田中学校、
庄内中学校
◇時期：放課後、土・日曜日、夏休み、冬休みなど
◇事業主体：各中学校、PTA、公民館、九州工業大学ほか

■小中学校の特別活動など

■子どもの健全育成支援事業

運動会など小中学校の特別活動や授業に大学生が参加しています。
＜平成27年度実施校＞
○菰田小学校（運動会練習、運動会、プール掃除、新体力検査、
もちつき会）
○目尾小学校（パソコンクラブ）
○二瀬中学校（体育会、ロボット教室、留学生との英語によるコミュ
ニケーション活動）
○庄内中学校（留学生との国際交流プログラム）

家庭や学校において自分の居場所がなく、生活環境や学習等課
題を抱えた子ども（小学校高学年〔4～6年生〕から中学校に在
籍する児童・生徒）に対し、指導員等による生活指導とともに大
学生の学習支援を実施する。（毎週土曜日10：00～14：00）
◇時期：４月～
◇主催：飯塚市福祉事務所（委託事業）

◇事業主体：各小中学校
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地域特性を活かした新産業の創出

■e-ZUKAトライバレー産学官交流研究会
（ニーズ会）

■飯塚少年少女発明クラブ
本市の少年少女に科学的な興味、関心を追及できる場を提供し、
工作活動を通じて、科学的発想に基づく生活態度の育成と創造
性豊かな人間形成を図ることを目的に、工作教室等を開催してい
ます。大学生の方には、指導員を補助する補助員として参加して
いただいています。

大学、産業界、行政といった垣根を越えて、気軽に参加できる出
会い・交流の場を提供し、参加者間の情報交換、交流を促進す
ることにより、地域の産学官連携を推進しています。各分野から有
識者を招いての講演会や飲食をしながらの交流会を開催していま
す。大学生の皆さんも気軽にご参加ください。
交流会参加費：大学生500円

◇時期：通年
◇事業主体：飯塚市産学振興課

◇時期：毎月第２水曜日（変更あり）
◇事業主体：飯塚市産学振興課 ほか

■施設見学会

■飯塚地域合同会社説明会

飯塚市、嘉麻市、桂川町の企業84社で組織されている嘉飯桂
産業振興協議会では、会員の意識改革や動機づけを目的とした
施設見学会を開催しています。大学生の皆さんの見学も大歓迎
です。

飯塚地域の企業と市内３大学等の大学生との出会いの機会を
創出し、大学生と企業双方がお互いの良さを再認識し、就職・採
用活動へとつながる場を提供します。１年生から参加できます。大
学生の方の積極的な参加をお待ちしています。
＜平成27年度開催実績＞
○開催日：平成27年10月23日
○開催場所：のがみプレジデントホテル
○大学生の参加者数：136人
○参加企業数：36社

◇時期：年数回程度
◇主催：嘉飯桂産業振興協議会

◇今年度開催時期：10月頃
◇事業主体：飯塚市産学振興課 ほか

■e-ZUKAスマートフォンアプリコンテスト
アプリ開発を行うエンジニア・学生・IT企業等との交流の場を創出し、
優れた技術者の発掘と育成、自由でクリエイティブなアプリ開発の推
進、更には‘IT技術者が集まる飯塚’を発信するために、コンテストおよ
びクリエイティブ人材育成講座を開催しています。
＜平成27年度開催実績＞
○時期：平成27年11月21日
○会場：九州工業大学情報工学部
○参加者数：200人(うち学生55人)
◇事業主体：飯塚市産学振興課
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地域特性を活かした新産業の創出

■大学生向け講座

■e-ZUKA Tech Night

市内大学の大学生を主対象として、地域経済活性化を担う人材
の育成及び大学発ベンチャーの起業支援を目的に、ビジネスマイン
ドの醸成やビジネスプラン作成力、コミュニケーション能力等の向上
に資する各種講座を定期的に開催します。

飯塚から世界へ！をキーワードにソフトウェア技術者たちが集結し、
テクノロジーについてディープに語り合う場、それがe-ZUKA Tech
Nightです。
e-ZUKA Tech Nightは、学生、研究者・教育者、社会人がそ
の垣根を超え、純粋に技術を楽しめる場を提供します。そこに関わ
る人達の技術に対する好奇心、常識をくつがえすアイディア、社会
をより良くしていきたいという情熱、それらに直接触れてもらうことで、
学生の奥に潜むエンジニア魂に火をつけていきたい。そう願っていま
す。

◇時期：5月～12月
◇事業主体：飯塚市産学振興課 ほか

◇時期：月１回程度
◇主催：一般社団法人e-ZUKA Tech Studio ほか

環境にやさしいまちづくりの推進

■エコスタいいづか（環境教育推進大会）

■エコ工房まつり

継続的に環境保全活動を行っている市民や団体、事業所や学校
などの取組を紹介するとともに、容易性や継続性などにより表彰を
行っています。大学生の皆さんには、記念品の作成、日ごろの活動
報告や体験コーナーなどにより大会を盛り上げてもらっています。

エコ工房は、リサイクル意識の高揚、学習体験の場として設置され
た施設です。１年間の活動報告の一環として作品展示や体験教
室、バザー等を実施しています。大学生の方には、実行委員会の
一員として参加していただいています。

◇時期：２月
◇主催：飯塚市環境整備課、 飯塚市教育委員会
いいづか環境会議

◇時期：11月頃
◇主催：エコ工房まつり実行委員会

■飯塚カブトムシ相撲大会

■打ち水大作戦

エコ工房では、自然や生き物とのふれあいを通して、広く市民の皆
様に環境を考えていただく機会を提供したいと考え、夏休みに小学
生から大人まで楽しんでいただける「カブトムシ相撲大会」を開催し
ます。大学生の方には、実行委員会の一員としてだけでなく、楽し
んで参加していただいています。

打ち水とは、庭や道路など屋外に水を撒く、昔ながらの日本の風習
ですが、近年ではヒートアイランド対策、地球温暖化対策の取り組
みとして、全国各地でも実施されています。大学生の方には、打ち
水の参加や、実施前後の気温・地表の温度計測にもご協力いただ
いています。

◇時期：８月頃
◇主催：エコ工房カブトムシ相撲実行委員会

◇時期：８月頃
◇主催：いいづか環境会議
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環境にやさしいまちづくりの推進

高齢者の笑顔が美しい元気なまちの実現

■街なかオアシス

■ふれあい餅つき大会

地球温暖化防止及び節電の取組として、各家庭のエアコンなどの
電源を切り、涼しい場所をみんなで分かち合う避暑スポットを開放
し、大学生の方には避暑スポットで行う工作コーナーに協力していた
だいています。

菰田校区のおじいちゃん、おばあちゃんと、年10回ほど世代間交
流を行っています。行事に参加したり、一緒にゲームをしたりして楽
しくすごしています。その中の行事の一つが、ふれあい餅つき大会で
す。餅つきを通して、におい、湯気等を感触と肌で感じ、もちをつき、
食べるなどの体験をさせ,おじいちゃん、おばあちゃんたちと楽しく交
流させたいと思っています。２５㎏のもち米を杵でつきますので、餅
をついてくださる４名～５名のボランティアの方をお願いします。

◇時期：８月頃
◇主催：飯塚市環境整備課

○時期：12月の平日
○主催：菰田保育所

生涯にわたるいきいきとした健康社会の実現

■うちごはん学べるーむ

■飯塚市あるこう大会健幸ウォーキング

学生、２０～３０歳代の若い世代の方に調理実習をとおして、
作る楽しさ、美味しさを実感してもらっています。また、栄養の知識
や調理スキルもアップできるようミニミニ講話も取り入れています。お
祖母ちゃんやお母さん世代の推進員との交流のなか、アットホーム
な料理教室を開催しています。（要材料代１回３００円）

市民が健康で、かつ、生きがいを持ち、豊かに暮らすことができる都
市「健幸都市」の実現を図るため、ウォーキングを日常に取り入れ
るきっかけになることを目的に実施する。子供から年配の方まで参
加する大会です。会の運営やイベントの企画、大会スタッフとしての
お手伝いをお願いします。

○時期：７月（全６回・平日夕方）
○主催：飯塚市食生活改善推進会、飯塚市健康・スポーツ課

○時期：3月第2日曜日
○主催：飯塚市あるこう大会健幸ウォーキング実行委員会

子育て支援の推進
■子育て支援体験

■保育所生活発表会

幼児教育を学ぶ大学生が、街なか子育てひろばに来られた生後
１カ月～就学前の親子とふれあい、一緒に遊びながら、子どもの
発達段階や関わり方を学んで、将来の職業や子育てに生かせるよ
うな体験をしていただくものです。

生活発表会での補助、手伝いを通して、保育所の行事、仕事を
知っていただくとともに、保育所行事に関わることにより地域の園児、
保護者との交流を持っていただくものです。
幼児教育を学ぶ大学生の方のご協力をお願いします。

○時期：年20回程度の土曜日
○主催：街なか子育てひろば

○時期：12月の土曜日
○主催：公立保育所１園

■保育所運動会
運動会での補助、手伝いを通して、保育所の行事、仕事を知る。
保育所行事に関わることにより地域の園児、保護者との交流を持
つ。
幼児教育を学ぶ大学生の方のご協力をお願いします。
○時期：6月の土日曜日
○主催：公立保育所１園
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★本冊子でご紹介しました事業に参加してみたいとお考えの方は、まず下記
の問い合わせ先にご連絡ください。こちらから担当窓口をご案内します。
★大学生の皆さんに対し、市役所から各種情報をメールマガジンで提供して
います。ご希望の方は、E-mailにて氏名、大学名及び「情報提供希望」と
記入し、下記メールアドレスへお申込みください。
★本件以外のご質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。
★お問合せ先
〒820-8501 飯塚市新立岩5番5号
飯塚市 経済部 産学振興課 産学連携室
TEL: 0948-22-5518（直通）
0948-22-5500（代表）内線1306
FAX: 0948-22-6062
E-mail:

sangaku@city.iizuka.lg.jp
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