
開催時期 主な内容

（上段：令和３年度、下段：令和４年度）

コロナ感染症対策のため令和４年度に延
期

令和4年12月3・4日

令和3年10月29日～10月31日 作品展示

令和4年10月28日～10月30日 芸能発表、作品展示等

令和4年3月

令和5年3月

令和3年7月22日

令和4年8月20日

令和３年１１月１１日～１１月２８日 芸能発表、作品展示等

令和４年１１月１3日～１１月２７日 芸能発表、作品展示等

ー

令和5年3月以降

令和3年度：ウェブ文化祭

令和4年度：令和4年11月12日、13日

令和3年10月23,24日

令和4年10月22,23日

令和4年3月11日～13日

令和5年3月10日～12日

令和３年度中止

令和4年11月5日・6日

オンライン開催
各種団体による活動発表・展示などを市のホー
ムページ上で公開

令和4年11月5日～6日
現地での展示・発表会及び市ホームペー上での
一部ライブ配信や作品展示など

－

令和5年3月11日～12日

中止

令和4年11月5日～6日

中止

令和4年6月12日

令和３年10月２４日、
令和３年１１月３日～７日

令和4年11月3日～6日

令和３年９月２５日～２６日

令和4年9月23日～10月2日

令和3年11月28日

令和4年11月27日

中止

令和5年2月26日

中止 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

令和4年10月28日～30日 舞台発表、作品展示など

実施なし

令和4年12月17日～18日

令和５年２月２６日(日)

ー

令和3年11月13日～14日 舞台映像発表、作品展示など

令和4年11月12日～13日 舞台映像発表、作品展示など

未実施

令和4年11月20日
30 宇美町 し～ず・うみフェスタ 舞台発表、作品展示等

講演会、体験教室、ドライブインシアター、古墳
ウォーキング等

26 朝倉市 お茶の間学びの発表会 お茶の間学習ステージ発表及び作品展示

29 那珂川市 那珂川市市民文化祭

22 福津市 福津市市民文化祭

23 うきは市 生涯学習フェスティバル

舞台芸能、美術展
文化力向上事業の絵画展示

図書館まつり
ブックリサイクル、ぬりえコンテスト、布絵本展
示、読書講座、落語講座

こどもわくわくフェスタ 舞台（太鼓演奏・ダンス）、体験

古賀市童謡まつり 市民団体・児童による合唱、演奏発表

むなかた市民学習ネットワークの各教室の学習
発表会
（令和４年度実施予定）

20 太宰府市 太宰府市民文化祭
令和2年度、3年度は感染症対策のため中止。
令和4年度は規模を縮小して実施予定。

21 古賀市

古賀市生涯学習笑顔のつどい
コロナ禍における活動の制約や今後の方針につ
いてのパネルディスカッション

古賀市芸術文化の祭典

18 大野城市 まどかフェスティバル

19 宗像市
むなかた市民学習ネットワーク学
習発表会

16 筑紫野市 パープルプラザフェスタ
R３は中止
作品展示、体験活動、ステージ発表など

17 春日市

ふれあい文化サークルフェスタ 作品展示、芸能発表会など

春日市文化祭
作品展示、バザー、芸能発表会、体験ワーク
ショップイベント、お茶会など

13 豊前市 ハートピアぶぜん活動結果発表会

市主催講座等の学習の成果発表として、１年を
通して作品展示、演技等（令和3年度は「講座ま
つり」として２日間の展示・発表を予定していた
が、新型コロナウイルスの影響により中止）

15 小郡市 小郡市民文化祭
ステージでの発表、作品の展示、体験教室など。
令和3年度は特設ホームページにて紹介、令和
4年度は通常開催。

展示、発表会（令和3年度は展示のみ）

9 八女市 あつまれ！元気もんフェア 職人体験、ものづくりコーナー

11 大川市 大川市民文化祭

5 直方市 直方市民文化祭

6 飯塚市 コミセンまつり

資料７ 生涯学習推進大会等の開催 （上段：令和３年度実績、下段：令和４年度実績・予定）

No. 市町村名 事業名

3 大牟田市
生涯学習ボランティア“まなばんか
ん”表彰式・発表会

生涯学習ボランティア登録者の永年登録表彰
式、展示、発表会



開催時期 主な内容

（上段：令和３年度、下段：令和４年度）

資料７ 生涯学習推進大会等の開催 （上段：令和３年度実績、下段：令和４年度実績・予定）

No. 市町村名 事業名

令和4年3月6日
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により
『中止』

令和5年3月5日
舞台発表、作品展示など（新型コロナウイルス感
染症の影響により規模を縮小して開催予定）

令和3年10月16日～17日

令和4年10月15日～16日

令和３年１０月16日～17日

令和４年１０月１６日

中止

令和4年6月5日 生涯学習に関する講演会

中止 作品展示のみ実施

令和4年11月5日～6日 ステージ発表、作品展示、公演

令和3年12月4日 人権ひまわりの発表・人権映画

令和4年12月3日 人権ひまわりの発表・人権映画予定

－

令和4年10月28日（金）～30（日）

令和3年10月30日～31日

令和4年10月29日～30日

令和3年10月30日 町内の小・中・高校生による作文発表

令和4年11月5日

令和3年11月14日

令和4年11月12日～13日

令和３年10月15日～17日中止

令和４年10月14日～16日

令和3年11月13日～１４日

令和4年11月12日～13日

令和3年11月3日

令和４年11月5日、6日

令和3年度

令和4年11月5～６日

令和3年

令和4年

令和３年１１月１３日～１４日

令和４年１１月１２日～１３日

令和3年11月14日 スタンプラリー

令和4年10月9日
スタンプラリー、クラフト、展示、段ボール迷路な
ど

令和3年５月 開催中止

令和4年5月14日～令和4年5月29日 ブックリサイクル、映画会、おはなし会等

令和4年3月13日

令和5年3月4日

ー

令和4年10月29～30日

令和3年10月16日～17日
グラウンドゴルフ大会、パークゴルフ大会、ミニ
オリンピック

令和4年10月8日～9日
グラウンドゴルフ大会、パークゴルフ大会、ミニ
オリンピック、バークゴルフ体験

60 築上町

町民文化祭 令和４年11月４日～６日 ステージ部門・展示部門

築上町ふれあいスポーツフェス
ティバル

58 吉富町

キッズクラブ成果発表会
キッズフェスティバル㏌よしとみ

作品展示、ｽﾃｰｼﾞ発表

町民文化祭 作品展示

52 川崎町 川崎町総合文化祭 川崎文化連盟会員による作品展示等

56 苅田町

子どもフェスティバル

図書館まつり

50 添田町 添田町総合文化祭 芸能発表、作品展示等

51 糸田町 いいばい・とっても・だいすき祭 芸能発表、作品展示等

46 大刀洗町 大刀洗町ドリームまつり
ステージでの発表、作品展示
R4年度は開催の有無を検討中

47 大木町 大木町文化祭
令和３年度作品展示、芸能発表（無観客）
令和4年度作品展示、芸能発表（関係者のみ）

41 小竹町
子どもたちの発表会・児童生徒美
術展

町内の小・中学生による作文発表、いじめをな
くすための討論会、作品展示など

42 鞍手町 公民館まつり
中央公民館尾文化サークルが作品の展示。舞台
発表を行い日頃の成果を発表する

39 岡垣町 町民文化祭 作品展示、芸能発表など

40 遠賀町

遠賀町文化祭
作品展示、芸能発表会など（令和3年度は出演
者、出品者を限定し、期間を短縮して開催）

青少年の主張大会

36 粕屋町

粕屋町生涯学習研修会

粕屋町文化祭

38 水巻町 人権週間のつどい

34 新宮町 新宮町文化祭 ステージでの発表、作品展示

35 久山町 生涯学習フェスタ祭りひさやま ステージでの発表、作品展示

32 志免町 生涯学習フェスタ


