
公益財団法人 久留米市生きがい健康づくり財団

久留米市

生きがい健康づくり財団



始めに

私たち、久留米市生きがい健康づくり財団は、

久留米市民の皆さんのために、

• 生きがいづくりに関する事業

• 子育て支援・児童の健全育成に関する事業

• 地域社会の振興に関する事業

を行うことにより、

誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり

に寄与することを目的として活動しています。
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概 要

• 名 称 公益財団法人久留米市生きがい健康づくり財団

• 所 在 地 久留米市東合川5丁目8番5号（地場産くるめ2階）

• 沿 革 昭和63年 財団法人久留米市総合管理公社 設立

平成19年 久留米市民健康推進協議会と統合

平成23年 公益財団法人久留米市生きがい健康づくり
財団へ移行

• 基本財産 15,000千円

• 出資団体 久留米市
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基本方針

３

・「市民サービスの向上」

・「効率的な事業運営の確保」

・「財団の独自性の発揮」

の３点を事業運営の柱に、

人権・同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者などの

様々な人権を尊重し、

当財団の基本理念である「３つのＳ」

（Smile：笑顔、Speed：迅速、Sincerity：誠実）

を実践しながら事業を実施していく。

スマイル スピード シンセリティ



主な事業

① 生涯学習推進事業

久留米市生涯学習センター（えーるピア久留米）、筑邦・耳納市民
センター多目的棟の施設管理及び生涯学習推進事業を実施し、地域社
会の生涯学習を振興する。

② 児童健全育成事業

久留米市児童センターの運営及び子どもの遊びや文化に関する体験
事業を実施し、児童の健全な育成を行う。

③ 学校施設整備事業

市内64校の小学校、中学校、高校、特別支援学校に学校校務員を配
置し、学校施設の環境整備を行う。
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役員等

理事長 橋本 政孝 久留米市副市長

常務理事 吉田 茂 専任

理 事

植田 省吾 久留米医師会会長

首藤 俊介 久留米歯科医師会会長

椎山 克己 久留米市社会教育委員会委員長

堀田 富子 久留米男女平等推進ネットワーク会長

宮原 義治 久留米市健康福祉部長

監 事

秋吉 樹 九州北部税理士会久留米支部理事

大久保 隆 久留米市会計管理者

評議員

寺﨑 雅生 市校区まちづくり連絡協議会幹事

和田 久子 市食生活改善推進員協議会副会長

三原 壽子 栄養ケア・ちっご副理事長

永松 千枝 市女性の会婦人会連絡協議会副会長

大久保 康博 久留米市子ども会連合会会長

佐藤 晶二 久留米市議会議員

石井 秀夫 久留米市議会議員

田中 貴子 久留米市議会議員

堺 太一郎 久留米市議会議員

吉田 まり子 久留米市保健所長

竹村 政高 久留米市市民文化部長

豊福 由紀子 久留米市子ども未来部長
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（令和5年2月1日現在）



組 織
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職員構成

市派遣 一般 嘱託 任期付 パート 臨時 合計

総務課 1人 2人 1人 2人 6人

生きがい振興課 7人 6人 20人 2人 35人

多目的棟運営課 1人 6人 4人 10人 2人 23人

学校整備課 1人 75人 1人 77人

合 計 1人 11人 87人 5人 33人 4人 141人
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予算規模の推移（経常収益）

区分

公益目的事業

収益
事業

法人
会計

合計
生涯学習
推進事業

保健衛生
推進事業

児童健全
育成事業

学校施設
整備事業

小計

H30 196,903 66,641 36,688 325,866 626,098 8,818 39,830 674,746

R1 200,392 21,244 37,793 335,596 595,025 9,038 27,695 631,758

R2 279,546 22,007 38,603 340,128 680,284 9,512 29,623 719,419

R3 268,329 14,680 38,008 331,656 652,673 5,015 30,017 687,705

８

（千円）



えーるピア久留米



「えーるピア」の名前の由来
• 生涯学習を象徴する「学び（Ｌeaning・ラーニング）」

• 人権の尊重と差別の解消を表す「自由（Ｌiberty・ﾘﾊﾞﾃｨ）」

• 人々の暮らしを表す「生活（Ｌife・ライフ）」

の頭文字の「Ｌ（エル）」と、

• 市民の皆さんにエールを送る場、

• 市民の皆さん同士がお互いにエールを送り合う場として、

応援や支援を意味する「エール・yell」をかけて『えーる』とし、

理想郷という意味の『ユートピア』と合成して、

『えーるピア久留米』と名付けられました。
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生涯学習センター、男女平等推進センター、人権啓発センター、消費

生活センターの複合施設です。学習室、和室、茶室、視聴覚ホール、体

育館、ギャラリーなどがあり、ゆったりとした空間で活動できます。

• 所在地 久留米市諏訪野町1830番地6

• 建築構造 鉄筋コンクリート造4階建 一部鉄骨造

• 建築面積 4,765.68㎡

• 延床面積 10,196.74㎡

• 建築費 5,022,469千円

• 開館 平成13年 5月12日

R１ R2 R3

利用人数 185,793人 92,608人 95,310人

施設の概要
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視聴覚ホール 体育館

会議室 調理実習室



えーるピア久留米では、例えば、こんなことをやっています

シニアアカデミー
高齢者の学習意欲の啓発と受講生の生きがいづくり・仲間づくりを支援し、
地域への社会参加活動を推進する。

えーるピアカレッジ 地域、健康、文学、時事、歴史等の様々な内容を学習する機会を提供する。

子育てカレッジ
子育て中の親の学び支援と受講生同士の交流を目的に、子どもの成長に応
じた学習機会を提供することで、子育てを支援する。

サークル共催講座
サークルと共催し、市民への学習機会を提供することで、サークル活動の
活性化と学習成果の社会還元を促進する。

ボランティア協働事業
地域課題や学習ニーズの解決のためにボランティアサークルと協働で事業
を実施する。

えーるピア文化祭
学習成果を広く市民に発表する場として実施する。展示・ステージ各部門
の主体的な取組みを通して、参加者同士の絆づくりを促進する。

生涯学習センター広報事業
広報くるめ、ホームページ、ＳＮＳなどの様々な広報媒体を活用して、生
涯学習センターの活動状況や事業情報を広く市民に発信する。

生涯学習相談
生涯学習情報の収集・整理を行い、データベース化して相談内容に合わせ
た情報提供を行う。

夜の美ヨガ 心身から健康的に美しくなる美ヨガを学ぶ。

見る！知る！くるめミュージ
アムセミナー

市内社会教育施設の資料展示と展示に合わせた講演会や体験会を行う。

えーるピアアーカイブス
（Youtube）

いつでもどこでも学習できる環境の提供を目的に講座等の動画配信を行う。
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PICK UP !!
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筑邦市民センター多目的棟



筑邦市民センター多目的棟は、ホール兼体育館、図書室、会議室、

トレーニング室がある多目的施設で、スポーツ、読書、講演会など文

化・学習・交流活動の場を提供しています。

• 所在地 久留米市大善寺町宮本165番地6

• 建築構造 鉄筋コンクリート造2階建

• 建築面積 1,081㎡

• 延床面積 1,641㎡

• 建築費 694,397千円

• 開館 平成11年 5月23日

R2 R3

利用人数 15,479人 13,621人

施設の概要
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図書室（蔵書4万冊） ホール兼体育館

会議室 トレーニング室



筑邦 多目的棟では、例えば、こんなことをやっています

多目的棟カレッジ 地域、健康、文学、時事、歴史等の様々な内容を学習する機会を提供する。

シニアライフ充活講座 高齢者の生きがい・健康づくりを支援し、シニアライフの充実を支援する。

ヨガ教室 ヨガの基礎を学ぶ。（60分コース・90分コース・夜間コース）

シニアパソコン教室 パソコンの基本操作を学ぶ。

初めての実用書道教室 実用書道の基礎を学ぶ。

初めての水彩色鉛筆画教室 水彩色鉛筆画の基礎を学ぶ。

小学生科学実験教室 実際に見て触って体験する科学実験を通し、知的好奇心の向上を促進する。

読書週間事業 読書週間にあわせて読書推進事業を行う。

お話会（読み聞かせ） 幼児を対象とした絵本の読み聞かせを行う。

ちくほう文化祭 学習成果を発表する場として、利用者参加型の文化祭を実施し、参加者
同士の絆づくりを促進する。

筑邦卓球大会 卓球大会を通して、利用者間の交流を促進する。
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PICK UP !!
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耳納市民センター多目的棟



耳納市民センター多目的棟は、ホール兼体育館、図書室、会議室、

トレーニング室がある多目的施設で、スポーツ、読書、講演会など文

化・学習・交流活動の場を提供しています。

• 所在地 久留米市善導寺町飯田202番地1

• 建築構造 鉄筋コンクリート造2階建

• 建築面積 1,217㎡

• 延床面積 1,623㎡

• 建築費 699,337千円

• 開館 平成13年 5月26日

R2 R3

利用人数 15,410人 13,172人

施設の概要
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図書室（蔵書4万冊） ホール兼体育館

会議室 トレーニング室



耳納 多目的棟では、例えば、こんなことをやっています

多目的棟カレッジ 地域、健康、文学、時事、歴史等の様々な内容を学習する機会を提供する。

シニアライフ充活講座 高齢者の生きがい・健康づくりを支援し、シニアライフの充実を支援する。

パワーヨガ教室 パワーヨガの基礎を学ぶ。

ピラティス教室 ピラティスの基礎を学ぶ。

初めてのウクレレ教室 ウクレレの基礎を学ぶ。

初めての水彩色鉛筆画教室 水彩色鉛筆画の基礎を学ぶ。

小学生科学実験教室 実際に見て触って体験する科学実験を通し、知的好奇心の向上を促進する。

読書週間事業 読書週間にあわせて読書推進事業を行う。

お話会（読み聞かせ） 幼児を対象とした絵本の読み聞かせを行う。

みのう文化祭 学習成果を発表する場として、利用者参加型の文化祭を実施し、参加者
同士の絆づくりを促進する。

耳納卓球大会 卓球大会を通して、利用者間の交流を促進する。
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PICK UP !!
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久留米市児童センター

受託事業 ①



児童センターには、子育て活動スペース、一時預かり室などがあり、

児童に健全な遊びの場を提供して健康を増進し、情操を豊かにすると

ともにボランティアグループ等の地域活動の育成に取り組んでいます。

• 所在地 久留米市六ツ門町3番地11（くるめりあ六ツ門5階）

• 建築構造 鉄筋コンクリート造6階建 5階部分の一部

• 延床面積 560.39㎡

• 開館 平成22年10月2日（荘島町より移転）

R１ R2 R3

自由来館者数 26,299人 12,485人 12,300人

施設の概要
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一時預かり室遊びの広場

授乳室 幼児用トイレ



児童センターでは、例えば、こんなことをやっています

ストレッチでスキンシップ
ストレッチや体操を通して、保護者と子どもの絆を深めながら、体力増進
を促進する。

幼児運動教室 いろいろな運動遊びやリズム遊びを実施し、体力増進を促進する。

一時預かり保育事業
保護者の買い物、通院、冠婚葬祭、リフレッシュなどのため、一時預かり
保育を実施し、子育て世代への支援を行う。

はとぽっぽサロン
スキンシップ体操やリズム遊び、歌遊びなどを通して保護者と子どもの絆
を深めるとともに、交流の場をつくり、子育てを支援する。

センターであそぼう 幼児から小学生まで楽しめる遊びを通して、異年齢の交流を促進する。

工作ランド 手作り工作の楽しさと遊びのノウハウを提供する。

ボランティア養成講座 地域のボランティアや児童センターを活動の拠点とした人材を育成する。

劇団がやってくる 人形劇を通じて児童の情操を豊かにし、創造性を育む。

自由来館活動 遊びに関する適切な空間と遊具の提供や児童の交流を促進する。

児童センターちゃんねる
（YouTube）

家庭でできる手遊びや工作等の動画を配信して、子育て世代を支援する。

児童センターまつり 年２回（夏・冬）、様々な遊びを提供することで、施設をPRする。
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PICK UP !!
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学校施設整備事業

30

平成13年度以降、順次、市内64校の市立小・中・高・特別支援学校の

学校校務員業務を受託し、校舎内の営繕、校庭の整備、かん水、除草、

樹木の剪定など、学校施設の維持管理、環境整備を行い、学校を利用す

る方々の安全で快適な学校環境づくりに取り組んでいます。

また、技術の向上や安全の確保の研修などによってスキルアップに取

り組み、エリア・ブロックでの集団作業や整備係による支援作業等を

行っています。
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原則、各校に1名の学校校務員を配置。

整備係（合川小）
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樹木の選定

ガラス交換の研修 安全作業・樹木管理の研修

高木の選定



イチオシ！！（LINE）
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講座やイベントの情報を、手軽に、手間なく知ることが出来ます！



イチオシ！！（Twitter）
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えーるピア久留米 筑邦市民センター多目的棟 耳納市民センター多目的棟

久留米市児童センター 生きがい健康づくり財団

講座やイベントの様子を、楽しく、分かりやすく知ることが出来ます！



久留米市生きがい健康づくり財団は、

身近な学びのサポーター です。
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終わりに


