
開催日時 2018年10月27日（土）13:30~
会場 エルガーラ中ホール
＜スケジュール＞ 13:30~ 表彰式

14:50~ 記念講演
16:20~ 懇談会（有料）

エルガーラ博多⼤丸東館隣接 市役所側入口7F

会場 13:00~

第16回福岡県市⺠教育賞表彰式
⼈にエールを︕⾏動に賞賛を︕

福岡県市⺠教育賞では、教育現場、地域社会や産業界で地域の優れた教育者の方々を顕彰し、
より広く社会に知らしめる活動を⾏っております

表彰式・記念講演
⼊場無料

⽇本ユニバーサルマナー協会代表理事
⽇本財団パラリンピックサポートセンター顧問
東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会組織委員会アドバイザー

1989年に愛知県で⽣まれ、岐阜県で育つ。⽣まれつき骨が脆く折れやすいと
いう魔法にかけられ⾞椅⼦で⽣活を送る。
⼤学在学中、障害を価値と考える「バリアバリュー」を理念に掲げ、株式会社
ミライロを設⽴。「誰もが使いやすいユニバーサルデザイン」を提案するコンサル
タントとして、設計監修・製品開発・教育研修などを幅広く手掛ける。

記念講演
『バリアバリュー
〜障害を価値に変える〜』

株式会社ミライロ 代表取締役社⻑
講師 垣内 俊哉氏

表彰
【教育者奨励賞】

福岡県⽴宇美商業高等学校 教諭 田原 憲⼀郎 氏
福岡県⽴三池⼯業高等学校 教諭 蓮尾 稔郎■ 氏

【地域社会教育賞】
糸島市愛犬の会 代表 飯田 勝義 氏
トヨタ⾃動⾞九州ものづくりサークル 稗田 好宣 氏
団体 春⽇市⼦ども文庫・読書サークル連絡会

【産業教育賞】
㈱サンキュウリサーチアンドクリエイト 梅田 茂美 氏

教育現場において⼦ども達に伝えるべき本来の教育の本質に迫る尊い活動をなさっている方

地域社会の中で、⼦ども達の健全な育成に⼒を注がれている方

産業界に於いて、永続的に社会的貢献活動や伝統的企業文化を育成している方

主催 福岡県市⺠教育賞実⾏委員会、（⼀社）福岡県中小企業経営者協会連合会、（⼀社）地域企業連合会九州連携機構
共催 （⼀社）福岡中小企業経営者協会、（⼀社）北九州中小企業経営者協会、（⼀社）筑後中小企業経営者協会、筑豊中小企業経営者協会、福岡産業振興協議会
後援（予定） 福岡県、福岡県教育委員会、福岡県PTA連合会、福岡市、福岡市教育委員会、福岡市PTA協議会、北九州市、北九州市教育委員会、北九州PTA協議会、福岡県

商⼯会議所連合会、（⼀社）福岡⻘年会議所、⻄⽇本新聞社、TNCテレビ⻄⽇本、TVQ九州放送、RKB毎⽇放送、⻄⽇本リビング新聞社、（⼀社）九州賢⼈会議所
主管 （⼀社）地域企業連合会九州連携機構
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株式会社サンキュウリサーチアンドクリエイト



第16回福岡県市民教育賞表彰式 受賞者のご紹介

参加申込書

【お問合せ】
福岡県市⺠教育賞実⾏委員会事務局 福岡市博多区博多駅前2-9-28 商⼯会議所ビル1F
Tel︓092-451-8610 Fax︓092-451-8612 Email︓omagari@aie-Kyushu.com 担当︓⼤曲、辻

会場アクセスマップ

申込先︓ 福岡県市⺠教育賞 事務局 ⾏
FAX:092-451-8612

参加箇所に✔を入れてください
□ 表彰式・記念講演 □ 懇談会（1,000円税込）

※当⽇徴収

お名前 ご 所 属

お役職 電話番号

『トヨタ⾃動⾞九州ものづくりサークル』は⼦ども達に「科学のおもしろさ」
「⼯作の楽しさ」「試走を通じて⾃分⾃身で考えるものづくりの⼤切さ」
を教えることで2006年から活動。リーダーとして59⼈の同じ思いを持っ
た仲間をまとめ、⼦ども達への教え方や仲間への教育にも⼒を注いでい
る。いままでに5,117名の⼦どもに累計1,040名の仲間が教えている。

「糸島市愛犬の会」を発足し、糸島市の⼦ども達のために、愛犬ジャッ
クと散歩しながら、地域の⾒回りを⾏う「わんわんパトロール」を開始。
現在、会員は283名。その後、防犯意識を高めるために寸劇を考え、
次に「動く標語で安心安全まちづくり」を始める。現在1,178名の賛同
を得ている。

市⺠図書館、公⺠館、児童センター、小学校など、地域で⼦どもの
読書ボランティア活動を⾏う13団体。読書を中心とし、地域の⼦ども
の文化を向上させることを目的として連携し活動を⾏っている。「⼦ど
もの豊かな心と感性をはぐくむために」という思いをこめて、赤ちゃんから
⼤⼈まで多くの⼈に、おはなしや本の楽しさを届けている。

主任主事を歴任、学級・学年経営はもちろん、学校全体の運営に⼤
きな指導⼒を発揮。また、陸上部の顧問として平成11年度に23年
ぶりのインターハイ出場、いままでに８度のインターハイ出場を果たす。
上司、同僚からの意⾒にも謙虚に⽿を傾けて、優れたコミュニケーション
能⼒で周囲を引き付けている。

精密仕上げ技能を活かし、技能伝承を目的に⻄⽇本開発センターに
て義務教育（仕上げ・保全部門）・専門教育課程において活躍。また、
⼀般企業への技能伝承活動として北九州市や福岡能⼒開発協会
の依頼で技能検定国家試験実技及び学科の指導を⾏ってきた。
実技でも実⼒があり、最高の技能を発揮している。

（旧）那珂川町⽴福岡⼥⼦商業高等学校といえば「⼥⼦商マルシェ」。
店舗経営実習として⽣徒たちが情熱を持って取り組んできた⾏事の
⽴ち上げ時から総責任者として尽⼒し、成功へと導いた。また、簿記
部の顧問として熱心な指導で、⽣徒たちを５年連続で福岡県⼤会
団体優勝（全国⼤会出場）へ導いている。

【教育者奨励賞】
福岡県⽴宇美商業高等学校
教諭 田原 憲⼀郎 氏

（ ）

【教育者奨励賞】
福岡県⽴三池⼯業高等学校
教諭 蓮尾 稔郎 氏

【地域社会教育賞】
糸島市愛犬の会
代表 飯田 勝義 氏

【地域社会教育賞】
トヨタ⾃動⾞九州ものづくりサークル
稗田 好宣 氏

【地域社会教育賞（団体）】
春⽇市⼦ども文庫・読書
サークル連絡会

【産業教育賞】
株式会社サンキュウリサーチ
アンドクリエイト
梅田 茂美 氏
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