
保護者の方へ
「ならいごとマップ」は、地域で教育に携わっている人や、その取
り組みを紹介する目的で制作されました。この冊子の制作過程で、
福津市内のならいごとを調査したこところ、100団体以上もあるこ
とがわかりました。
初版となる今回は、可能な限り多くの団体に声をかけ、趣旨に賛
同してくれた団体を掲載しています。コミュニティスクールを推進
する学校教育においては、地域人財活用の一助として、ご家庭に
おいては子どもたちの学校外での学び・体験をひろげるきっかけ
として活用いただけると幸いです。

次世代教育推進協会　会長 足立 憲正

ならいごとマップを手にしたあなたへ

この 「ならいごとマップ」は、あなたの「やってみたい！」

という気もちをおうえんするためにつくられました。

このマップでは、福津にあるならいごとがまとめられて

います。それぞれのならいごとでどんなことができる

のか、どんな先生がおしえているのかが書かれています。

あなたが「やってみたい！」という気もちになったのなら、

このマップはだいせいこうです。

このマップにはまだのっていないならいごとが、たくさん

あります。「ほかにはどんなことができるの？」と思った

あなたは、ぜひさがしてみてください。

 「やってみたい！」という気もちは、とても大切なもの

です。それは、きのうまでとはちがうあたらしい自分に

なるための力になるからです。

「うまくいかなかったらどうしよう？」 「しらない人ばかり

だったらどうしよう？」ドキドキすることもたくさんあると

思います。だけどドキドキするのは、あなたが一歩前に

すすもうとする、なによりのしるしです。そして、このまち

にはそんなあなたをおうえんする人がたくさんいます。

さあ、ページをひらいて、あなたの「やってみたい！」を

見つけにいきましょう！
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TORII絵画造形教室

〒811-3311 福津市宮地浜1-8-3
http://www.torii-kaigazoukei-classroom.com

総合アート教室 P.3

0940-52-4185  代表／鳥井 正夫

TSUYAZAKI BASE CAMP

〒811-3304 福津市津屋崎3-19-14
https://283bc.com/wakuwaku.html

ワクワクものづくり教室

0940-51-3576   工場長／古川  隆邦

ブループラネット英会話スクール

〔福間校〕福津市中央6-8-5 2F 〔津屋崎校〕福津市津屋崎5-22-3
https://bp-english.com

英会話教室

0940-43-3220  代表／マックティアー　理恵

Merry English

〒811-3209  福津市日蒔野1-11-13 JSpace内
ht tps://merr y learning.net /

英会話教室

090-5926-8132   代表／浅尾 真紀子

つるたたかこピアノ教室

〒811-3225 福津市東福間2-26-6

ピアノ教室

090-6429-4665  代表／鶴田　隆子

LaLa piano

〒811-3103 古賀市中央6丁目21-10
Instagram   lala.pianokoga

ピアノ教室

080-1709-6587　代表／角　貴子

ECCジュニア福津中央教室

〒811-3217 福津市中央6-14-11
https://eccjuniorbs.jp/ht401061/

英語教室

050-5264-5719  代表／山内　美奈

河島楽器店 ヤマハ音楽教室 福津センター

〒811-3214 福津市花見が丘1-1-25
ht tp://w w w.kawashimagakki .co. jp

音楽教室

0940-39-3238 株式会社河島楽器店本店 河島

ひかりピアノ教室

〒811-3223 福津市光陽台3-3-8
https://ameblo.jp/hikari-piano-school/

ピアノ教室

090-8628-3849　代表／西村　里美
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こども美文字教室　福岡書道学院

両谷公民館
http://yofu-s.com/

書道教室

080-1 737-6078  代表／坂下　燁風

P.6

1 2

FREEDOM

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

そろばん塾ピコ

〒811-3221 福津市若木台1-1-11　学習ルームでこぼこ
〒811-3209  福津市日蒔野1-11-13 JSpace内

https://pico-fukuma.com/

そろばん教室 P.6

080-5218-8857  代表／佐藤　理恵

【お問合せ】
【活動拠点】

花見そろばん 福間教室

両谷公民館

そろばん教室

090-5742-2060  代表／村田　茂子

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

プログラミング教室ニトエル

〒811-3311 福津市宮司浜3-2-22
https://nitoel. jp/

プログラミング教室 P.7

0940-62-6001  代表／尾崎　純嗣

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

ロボット・プログラミング教室 JSpace

〒811-3209 福津市日蒔野1丁目11-13
https:// j-space.jp

ロボット・プログラミング教室 P.7

070-5448-9088　代表／足立 憲正

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

ヒューマンアカデミー ロボット東福間教室

〒811-3221 福津市若木台1-1-11学習ルームでこぼこ
https://room-decoboco.jimdofree.com/

プログラミング教室 P.8

080-5202-8801   指導者／佐藤 誉夫

【お問合せ】
【     HP   】

ポーセラーツ salon Luana

https://ameblo.jp/salon-s2-luana/

ポーセラーツ教室 P.8

salon.luana.ai@gmail.com    代表／松尾　愛

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

全教研 福間教室

〒811-3217 福津市中央1-1-13
https://welcome.zenkyoken.com/

学習塾 P.11

0940-43-3301   教室長／髙根　祥宏

【お問合せ】
【活動拠点】

公文式  福津市指導者の会

あけぼの教室/津丸983-10　日蒔野教室/日蒔野4-10-1-2
にしふくま教室/西福間2-7-21　津屋崎小前教室/津屋崎7-11-21

学習教室 P.11

090-1341-3681   https://www.kumon.ne.jp/

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

賢治の学校ふくおか

〒811-3311 福津市宮司浜2-35-1
http:// kenji-fukuoka.com

シュタイナー教育

0940-62-6608  代表／牧野 奈巳

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

Meet Me at Art（ミートミー アットアート）

〒811-3304 福津市津屋崎4-8-20 （花祭窯内）
https://fujiyuri.com/blog/about/meet-me-at-art/

美術教育

0940-52-2752（花祭窯内）  代表／藤吉 有里

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

学研福間小前教室

〒811-3219 福津市西福間2-1-16
https://www.889100.com/sp/classrooms/19880

学習教室

090-4484-2828  代表／板井　美由希

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

ルートプラス

福津市小学校　古賀市小学校
https://roouteplus-kidsfitness.com/

総合スポーツ教室 P.12

0940-38-4123  代表／伊藤　一哉

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

Joy@basketballschool

津屋崎体育センター
Instagram    @j.o.y__basketball

バスケットボール教室 P.12

090-9602-0306  代表／瀨﨑　理奈

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

FCヴァンベール福津

津屋崎小学校
https://fcventvert.jimdofree.com/

サッカークラブ P.13

090-2858-9623  代表／林　智也

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

HC福間

福間東中学校
Instagram  fukuma_hand

ハンドボールクラブ

080-1729-2751  代表／白根　一樹

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

Le ciel R.G

福間南小学校　上西郷小学校　神興東小学校
https://www1.bbweb-arena.com/lecielrg/lecielrg.htm

新体操・器械体操クラブ P.13

080-2741-0846  代表／佐々木　幸治

【お問合せ】
【活動拠点】

福間南体操クラブ

福間南小学校　福間小学校

体操クラブ

092-940-4444　代表／広瀬　健人

【お問合せ】
【活動拠点】

福間新体操教室

福間体育センター

新体操教室

090-1924-7389　代表／田中 まゆ美

【お問合せ】
【活動拠点】

FKJ体操教室

〒811-3219 福津市西福間2-1-16

体操教室

0940-43-7565　代表／内田　淳一

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

Halau Na Hula Punahele

宮司コミュニティセンター　昭和公民館　他公民館
Instagram   YukoPono6

フラダンス教室 P.14

080-5602-2658　代表／佐竹  優子

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

Ocean Ballet School
https://www.oceanballetschool.com/

バレエ教室 P.14

0940-52-0415  Director／Yuko Nakamura

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

加藤由紀子バレエ教室

〒811-3217 福津市中央３丁目10ー6
https://katoballet.jp/

バレエ教室 P.15

0940-42-5315   代表／加藤　由紀子

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

SHINY DANCE ACADEMY 福津校

福津市文化会館カメリアホール
https://www.shinydanceacademy.jp

ダンス教室 P.15

080-9663-2624   指導者／shu

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

スタジオFUNFACTORY

〒811-3217 福津市中央1丁目16-11
https://studio-funfactory.jimdofree.com/

ダンス教室 P.16

0940-62-6886　代表／秀島　省吾

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

あんらいえんホース

〒811-3522 福津市奴山1230-1
http://uma-anleihen.c-co.jp/

子ども向け乗馬塾 P.16

090-8298-7730　代表／河津　絵里奈

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

ショウダジム

〒811-3209 福津市福間駅東1-5-16
https://makomako39694.wixsite.com/mysite

空手・キックボクシング教室

090-2962-3960　代表／庄田　真人

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

放課後クラブ三粒の種

〒811-3304 福津市津屋崎4-37-15
https://www.facebook.com/houkago.santane

民間学童 P.17

0940-51-3961　代表／木村  航

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

After School WORLD STAGE ACADEMY 

〒811-3209 福津市西福間3-21-24
http://www.wsacademy.jp

複合型習い事・民間学童 P.17

0120-382-231　代表／坂口 聡 

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

学習サポート民間学童PADDLE

〒811-3209 福津市日蒔野6-18-5
https://gakudopaddle.amebaownd.com

民間学童 P.18

0940-55-1481  代表／河崎  太志

【お問合せ】
【     HP   】
【活動拠点】

おうちごはんkids

〒811-3209 福津市宮司4-18-22
https://ouchigohan-plus.fun   代表／中島  美香

こども料理教室 P.18

info.ouchigohan.kids@gmail.com  

代表／金森 真美
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本校／〒811-3304 福津市津屋崎7-31-2 
赤間西コミセン 南郷コミセン そぴあしんぐう リーバスプラザ古賀


