
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

開催日時 2017年11月23日（木・祝）13:30~
会場 エルガーラ中ホール

表彰
【教育者奨励賞】

福岡県⽴柳河特別⽀援学校 教諭 井上 和孝 氏
福岡市⽴宮⽵中学校 教諭 野村 知景 氏

【地域社会教育賞】
NPO法人 はぁとスペース 代表 山本 美也子 氏
NPO法人 ハッピーライド 代表 常田 貴清 氏
団体 非営利団体 ウハウハ⻑尾

【特別賞】
九州大谷短期大学名誉教授
NPO法人 子どもと保育研究所 ぷろほ 所⻑ 山田 眞理子 氏

＜スケジュール＞ 13:30~ 表彰式
14:50~ 記念講演
16:20~ 懇談会（有料）

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

記念講演

『わかりあえないことから』

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

⻑期にわたり、福岡県内の教育をリードし、優れた功績を積まれている方

劇作家・演出家 大阪大学特任教授
講師 平田 オリザ氏

T. Aoki

表彰式・記念講演
⼊場無料

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15回福岡県市⺠教育賞表彰式
人にエールを︕⾏動に賞賛を︕

1962年東京⽣まれ。劇作家、演出家。こまばアゴラ劇場芸術総監督、劇団
「⻘年団」主宰。城崎国際アートセンター芸術監督、大阪大学COデザイン
センター特任教授、東京藝術大学COI研究推進機構特任教授、四国学院
大学客員教授。1995年『東京ノート』で岸田國士戯曲賞受賞。2011年
仏国⽂化省より芸術⽂化勲章シュヴァリエ受勲。全国自治体との関わりも
多岐にわたり、豊岡市⽂化政策担当参与、岡山県奈義町教育・⽂化まち
づくり監もつとめる。
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第15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︓kira@aie-Kyushu.com 担当︓吉良（きら）、大曲、前田

【教育者奨励賞】
福岡県⽴柳河特別⽀援学校
教諭 井上 和孝 氏

【教育者奨励賞】
福岡市⽴宮⽵中学校
教諭 野村 知景 氏

【地域社会教育賞】
NPO法人はぁとスペース
代表理事 山本 美也子 氏

【地域社会教育賞】
NPO法人 ハッピーライド
代表 常田 貴清 氏

【地域社会教育賞（団体）】
非営利団体
ウハウハ⻑尾
代表 角田 愛美 氏

【特別賞】
NPO法人子どもと保育研究所
ぷろほ 所⻑
九州大谷短期大学名誉教授
山田 眞理子 氏

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

障がいを持つ友人にとって “住みやすい社会” を創りたいという
思いから、2011年NPO法人ハッピーライドを設⽴。アクティブ
ラーニングやチームビルディングをツールとした「遊びの中の学び」
を提供する事で、社会全体を巻き込み双方向の関係性をより
良く変えることを目標としている。

障がい者も健常者も一緒に楽しく⽣活できる思いやりスペース
作りをめざし、2010年「NPO法人 はぁとスペース」を設⽴。その
約１年後、当時16歳のご⻑男とその友人を飲酒運転事故に
より奪われ、「飲酒運転撲滅活動」を始めた。これまでに800
回を超える講演活動を⾏う。

福岡市城南区⻑尾校区を中⼼に、35年間「誰もがいきいきと
暮らせる町づくり」を目指して、子どもアドベンチャーキャンプを軸
に活動を⾏っている。参加者はリピーターが多い。スタッフの約半
数が、子どもの頃に参加し成⻑後スタッフとして活動している点
が特徴。現在の代表で3代目。

福岡市の国語教育の推進に大きく寄与。海外⽇本人学校教諭とし
ての経験も⽣かし、優れた理論と経験に裏打ちされた授業をおこなっ
ている。道徳や特別活動に朗読劇や詩の群読を取り入れるなど教科
を超えての言語活動の実践がある。教師として30年以上にわたり、
真摯な姿勢と⽣徒への愛情をもって教育活動をおこなっている。

数々のNPO法人の代表を務め、乳幼児のメディアづけへの啓
発、子どもの表現活動を⽀えるドラマスクール、子どもの⼼に寄
り添うチャイルドラインなどの活動を20年以上続けている。子ど
もの⼼に寄り添える保育者を育成するため、⽇本で初めて現
役保育者のための入学型研究所を2012年に開設。

肢体不自由のある⽣徒や病弱の⽣徒への指導に21年間携
わる。子どもを中⼼に置いた教育実践や保護者の⼼情に寄り
添う姿勢により、関係者からの信頼は厚い。誠実な人間性と
持ち前の⾏動⼒により多くの教職員からリーダーとして慕われ、
若年教師の育成や学校のチーム⼒向上にも⼒を発揮している。
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代表 常田 貴清 氏

【地域社会教育賞（団体）】
非営利団体
ウハウハ⻑尾
代表 角田 愛美 氏

【特別賞】
NPO法人子どもと保育研究所
ぷろほ 所⻑
九州大谷短期大学名誉教授
山田 眞理子 氏

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

障がいを持つ友人にとって “住みやすい社会” を創りたいという
思いから、2011年NPO法人ハッピーライドを設⽴。アクティブ
ラーニングやチームビルディングをツールとした「遊びの中の学び」
を提供する事で、社会全体を巻き込み双方向の関係性をより
良く変えることを目標としている。

障がい者も健常者も一緒に楽しく⽣活できる思いやりスペース
作りをめざし、2010年「NPO法人 はぁとスペース」を設⽴。その
約１年後、当時16歳のご⻑男とその友人を飲酒運転事故に
より奪われ、「飲酒運転撲滅活動」を始めた。これまでに800
回を超える講演活動を⾏う。

福岡市城南区⻑尾校区を中⼼に、35年間「誰もがいきいきと
暮らせる町づくり」を目指して、子どもアドベンチャーキャンプを軸
に活動を⾏っている。参加者はリピーターが多い。スタッフの約半
数が、子どもの頃に参加し成⻑後スタッフとして活動している点
が特徴。現在の代表で3代目。

福岡市の国語教育の推進に大きく寄与。海外⽇本人学校教諭とし
ての経験も⽣かし、優れた理論と経験に裏打ちされた授業をおこなっ
ている。道徳や特別活動に朗読劇や詩の群読を取り入れるなど教科
を超えての言語活動の実践がある。教師として30年以上にわたり、
真摯な姿勢と⽣徒への愛情をもって教育活動をおこなっている。

数々のNPO法人の代表を務め、乳幼児のメディアづけへの啓
発、子どもの表現活動を⽀えるドラマスクール、子どもの⼼に寄
り添うチャイルドラインなどの活動を20年以上続けている。子ど
もの⼼に寄り添える保育者を育成するため、⽇本で初めて現
役保育者のための入学型研究所を2012年に開設。

肢体不自由のある⽣徒や病弱の⽣徒への指導に21年間携
わる。子どもを中⼼に置いた教育実践や保護者の⼼情に寄り
添う姿勢により、関係者からの信頼は厚い。誠実な人間性と
持ち前の⾏動⼒により多くの教職員からリーダーとして慕われ、
若年教師の育成や学校のチーム⼒向上にも⼒を発揮している。
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