
No.
市町村
情報誌

市町村名 情報紙(誌)等の名称 主な配布先 発行回数（発行時期）

まいなび２１ 行政機関、学校、関係団体等 4回（4、7、10、1月）

北九州市民カレッジ受講案内パ
ンフレット

市の施設、高等教育機関等 2回（4、９月）

2 福岡市 まなびアイふくおか情報誌版 市関係機関 2回（9、3月）

まなびのカタログ 市内の公共施設等 6回（奇数月）

〇 公民館だより・図書だより
校区まちづくり協議会、校区町内公民
館連絡協議会、学校、サークル等

【公民館だより】3回～4回
【図書だより】１回～２回（各
地区公民館による）

LLマナビィ通信 公共施設 1回（6月）

コアちゃんキッズ 全児童、公共施設 2回（7月、10月）

学びん　きたの 北野地域全戸配布、公共施設 2回（5月、2月　不定期）

西部地域生涯学習情報誌　まな
びの杜

三潴地域、城島地域の各小学校、公共
施設

2回（7月、2月　不定期）

〇 市報のおがた 市内全世帯、公共施設 毎月

〇
公民館講座（趣味の講座・直方
はつらつ塾）受講生募集案内

市内全世帯、公共施設 1回（4月）

e-マナビ通信 市内全戸、公共施設 2回（不定期）

交流センターだより 各地区世帯 毎月

7 田川市 たがわっ子 市内小学生 1回（4月）

公民館講座案内 全世帯、関係機関 1回（4月）

青少年体験活動情報誌 小中学生・関係機関 1回（3月）

小学生講座、中高生講座案内 各地域ごとに小学生・中高校生 1回（4月）

〇 各公立公民館だより 各地域ごとに全世帯 2回～3回（各公民館による）

生涯学習ガイドブック
自治公民館、行政区長、学校、金融機
関、JR駅等

1回（5月）

〇 でてこんの
筑後中学校区住民、学校、校区コミュ
ニティ協議会

毎月（1日）

〇 みずべ
筑後北中学校区住民、学校、校区コ
ミュニティ協議会

毎月（1日）

〇 いちりづか
羽犬塚中学校区住民、学校、校区コ
ミュニティ協議会

毎月（1日）

12 〇 行橋市 公民館だより 各校区世帯
6～12回（毎月、隔月、文化
祭時期（公民館による））

15 小郡市 生涯楽習ニュース 市内全戸 1回（3月）

16 〇 筑紫野市 広報ちくしの 全戸配布 毎月

17 〇 春日市
春日市ふれあい文化センター情
報誌「エイ・メッセ」

市報折込 毎月

10 筑後市

5 直方市

6 飯塚市

9 八女市

4 久留米市

資料９　生涯学習に関する情報紙（誌）

1 北九州市

3 大牟田市
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資料９　生涯学習に関する情報紙（誌）

「生涯学習まちづくり
出前講座」メニュー表

各公民館、小中学校等 1回（4月）

「まなブック」 各公民館、コミュニティセンター等 1回（4月）

アテナ 全戸配布 毎月

ルックルック講座パンフレット
公共施設、市内小・中・高校・大学、保
育園、幼稚園等

随時

むなかたNPOボランティアセン
ター情報紙

市民活動団体、公共施設、大学、近隣
市町村

3回

20 太宰府市 文化情報ガイドブック 公共施設・自治会 2回（3、9月）

21 〇 古賀市 リーパスカレッジ（講座一覧）
全戸配布、市内各施設、市内企業（一
部）に配架

年２回（5月・10月）

郷育カレッジ講座一覧 全世帯、市内各施設 1回（6月）

文化福津 市内各施設 1回（4月）

23 〇 うきは市 うきは市民大学要項 受講対象者・市内公共施設 1回（4月）

24 〇 宮若市 宮若生活 全世帯 毎月

〇 出前講座一覧 全世帯 1回(6月)

〇
生涯学習講座(地域活動市民講
座、生涯学習体験講座等)

全世帯 随時(講座開催月の前月)

27 〇 みやま市 広報みやま 全世帯、市内各施設 毎月（１回）

28 糸島市 生涯学習情報誌 各コミュニティセンター・各種施設等 1回（6月）

29 〇 那珂川市 ミリカディア
市内各戸、県内文化施設、ミリカクラ
ブ会員

６回（隔月）

30 〇 宇美町 広報うみ 全戸配布 毎月

32 〇 志免町

33 須恵町
「まなビック」須恵町生涯学習講
座のご案内

広報誌折込 2回

34 〇 新宮町 Activeしんぐう 全戸配布 毎月

35 〇 久山町 広報ひさやま 全戸配布 毎月

36 〇 粕屋町

37 芦屋町 生涯学習講座「あしや塾」 全戸配布 1回（4月）

38 〇 水巻町 広報みずまき 全戸配布 毎月10日・25日

39 〇 岡垣町 いちご 全戸配布、公共施設等 4回

文協おんが 全戸 2回（3、7月）

〇 おんがのおと（町広報紙） 全戸 月1回（毎月２５日）

41 〇 小竹町 広報こたけ ひまわりだより 全戸配布 毎月

生涯学習だより 役場、中央公民館、福祉センター 3回（7、10、2月）

〇 広報　くらて 全戸 毎月
42 鞍手町

22 福津市

26 朝倉市

40 遠賀町

18 大野城市

19 宗像市
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43 〇 桂川町 広報　けいせん 各世帯、公共施設、コンビニ等 月1回（第１火曜日）

44 〇 筑前町 広報ちくぜん 町内全戸配布 毎月

45 〇 東峰村 広報「東峰」 全戸配布 毎月（15日）

46 〇 大刀洗町 広報たちあらい 全戸配布 毎月

47 〇 大木町 広報おおき 全戸配布 毎月

48 〇 広川町 生涯学習情報誌 全戸配布 １回（５月）

49 香春町 ふれあいかわら版 全戸 4回（6、9、12、3月）

50 〇 添田町 広報そえだ 町内全戸・町内公共施設 毎月

51 〇 糸田町 広報いとだ 町内全戸・町内公共施設 毎月

52 〇 川崎町 広報かわさき 全戸 毎月（1日）

53 〇 大任町 広報おおとう 自治会加入世帯 毎月１回（月末）

54 〇 赤村 広報あか 全戸 毎月１回（月末）

55 〇 福智町 広報ふくち 自治会加入世帯 毎月

56 苅田町 としょかん通信 町内公共施設 毎月

57 〇 みやこ町 広報みやこみやこっちゃ！ 自治会加入家庭 毎月

58 〇 吉富町 広報よしとみ 町内全世帯 毎月

59 〇 上毛町 広報こうげ 町内全世帯 随時

60 〇 築上町 広報Chikujo 町内各家庭 毎月


