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～平成25年度公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム～地域振興支援 

 『未来へ語りつぐ歴史のまち蓮池創生事業』 

資料③平成26年5月22日 

第1回社会教育委員会議 
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佐賀市の概要              

◇平成17年合併（佐賀市、諸富町、大和町、富士町、三瀬村） 

◇平成19年合併（佐賀市、川副町、東与賀町、久保田町） 

 

○人口：２３７，５０６人（平成22年国勢調査）○面積：４３１.４２平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 



蓮池町（芙蓉校区）の概要 
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◆藩政時代、佐賀藩支藩として蓮池藩が創設 

◆明治22年市町村制施行 神埼郡蓮池村発足 

◆昭和10年 蓮池町となる 

◆昭和30年 蓮池町の一部が佐賀市と合併 

  以来、人口減少、過疎化が進み、空家が目立つ 

◆人口：1,787人 高齢化率28.3％（平成２２年国勢調査） 

  佐賀市小学校区毎 人口：28/36位 高齢化率：12/36位 
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未来へ語りつぐ歴史のまち蓮池創生事業        

Ⅰ 支援プログラム実施に向けた組織づくり、関係機 

   関のネットワーク化 

Ⅱ 歴史資源の調査、整備 

Ⅲ 地域文化の伝承 

Ⅳ 地域資源の観光化 



Ⅰ 支援プログラム実施に向けた組織づくり、関係機 
  関のネットワーク化（今年度の実施内容） 
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◆スタッフ打合せ会議 
 （社会教育課・蓮池公民館・蓮池町地域連携協議会 月２回程度実施）  

◆蓮池町地域連携協議会の開催（9/25,10/9,12/26,1/27） 

◆地域振興部会、文化教育部会の設置 

◆まちづくり講演会の開催(2/10） 

◆『初代蓮池藩主 鍋島直澄公生誕400年祭』実行委員会

の設立 



Ⅰ 支援プログラム実施に向けた組織づくり、関係機 
  関のネットワーク化（実施体制） 
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Ⅰ 支援プログラム実施に向けた組織づくり、関係機 
  関のネットワーク化（成果と課題） 
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◆蓮池町地域連携協議会に4部会 
を設置。 
⇒町の未来について考えながらの
まちづくりの取り組みがスタート。 

◆まちづくり講演会、広報活動 
⇒住民の“地域の一員”としてのま
ちづくりへの参画意識が徐々に高
まってきている。（参加者、参画者
の増加） 
 
◆世代間の交流が進み住民関係
の深まり⇒町内で新たなネットワー
クが形成されつつある。 

≪成 果≫ ≪課 題≫ 

◆支援プログラムが町全体に浸透
していない。 
 
◆関係者、協力者のまちづくりの
気運は高まってきているが、住民
全体の意識の高揚はまだ充分とは
いえない。 
 

◆実行組織の体制整備が遅れ、
関係行政機関や地域団体との連
携はまだ充分に取れておらず、ネ
ットワーク化が進んでいない。 
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Ⅱ 歴史資源の調査、整備 
  （今年度の実施内容） 

◆郷土史編集委員会を設置、町内の史跡・資料の調査 
  と郷土史本刊行の準備 
  （7/12、8/21、9/8、9/20、10/16、11/13、2/13実施） 

◆史跡散策マップ、ＤＶＤ作成 
  （蓮池公園散策ガイド、蓮池公園紹介ＤＶＤ，蓮池町散策マップ） 
 

◆蓮池町の昔を子ども向けに紹介する紙芝居の作成 
  

◆シニア世代の地域人材を発掘、登用 
  （ボランティアガイド養成） 



9 

Ⅱ 歴史資源の調査、整備 
  （郷土史編集委員会の活動） 

町内の史跡・資料の調査 
 

郷土史本刊行の準備 
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Ⅱ 歴史資源の調査、整備 
  （シニア世代の地域人材を発掘、登用 ） 
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Ⅱ 歴史資源の調査、整備 
  （成果と課題） 

≪成 果≫ 
◆昭和女子大学准教授と学生の調

査協力を得て、歴史資料の調査を進
めることができた。 

昭和女子大学准教授、学生に
よる蓮池藩の歴史資料調査 
 

≪課 題≫ 
◆佐賀県立美術館・博物館、佐賀

城本丸歴史館の協力要請ができて
いない。 
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Ⅲ 地域文化の伝承 
  （今年度の実施内容）          

◆郷土学講座 
 成人対象： 「蓮池藩の歴史」（9/20、49人）、「ふるさと学級」（10/12） 

          「蓮池の歴史とだご汁記念日」（2/19、60名） 

 小学生対象： 「芋茶粥をつくろう」（11/20、20人）、「味噌づくり」（11/29、 

                   24人）、「豆腐づくり」（1/17、25人） 

◆古文書講座の開催 
  （7/12、11/22、12/21、1/24、2/21、3/14実施 参加平均20人） 

◆鼓の胴の松飾り伝承教室と伝統食のふるまい 
   （12/23実施、100人目標 ⇒参加者125人） 

◆子ども伝承文化教室「見島のカセドリ」「小松の浮立」「百手まつり」 

  「大橋の花まつり」の実施（2/10、芙蓉校小学部3年生23人） 
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Ⅲ 地域文化の伝承 
  （郷土学講座、古文書講座の開催）         

古文書講座（蓮池藩の請役
所日記の読み解き） 
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Ⅲ 地域文化の伝承 
  （鼓の胴の松飾り伝承教室）          
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Ⅲ 地域文化の伝承 
  （ふるさと学級、子ども伝承文化教室）         

地域の方に教えてもらっての「だご汁」、
味噌、豆腐づくり 
 



Ⅲ 地域文化の伝承 

  （成果と課題）    
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◆12/23蓮池町特有のお正月飾り
「鼓の胴の松飾り伝承教室」を開催。 
 
⇒目標100人、参加125人。松飾り
の作成体験や伝統食「だご汁」の会
食、校区内外の交流、地域文化の
伝承や広報ができた。 

◆伝承文化「見島のカセドリ」「小松
の浮立」 「芋茶粥づくり」等を小学
生へ体験 

⇒次世代への継承と郷土愛を育む
ことへ繋げていく。 

≪成 果≫ ≪課 題≫ 

◆ シニア世代や小学生の参加は
多く取り込めたが、中間年齢層 
（20～50代）の参加が少ない。 
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Ⅳ 地域資源の観光化 

  （今年度の実施内容）           

・藩政時代の習わしを踏襲した観月会の開催 

 （10/19、500人目標 ⇒来場者524人） 

・まちの駅「売茶翁の駅」の開設（12/23ﾌﾟﾚｵｰﾌﾟﾝ、3/9） 

 ◎鼓の胴の松飾りの商品化（12/23、30個販売） 

 ◎伝統食「芋茶がい」「鮒んこ食い」等の販売（3/9、62食販売） 

 ◎農産物加工品（3/9、228個販売） 

・ボランティアガイド養成講座の開催（2/19、2/26、3/5実施） 

・直澄公生誕400年祭［平成27年］の開催準備 



Ⅳ 地域資源の観光化 

  （天賜園月まつり「観月会」）    
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蓮の池節の踊りやコンサートを開催 

子どもたちによる、
煎茶のふるまい  
 

  伝統食「芋茶粥」の会食 



Ⅳ 地域資源の観光化 

 （まちの駅「売茶翁の駅」、ボランティアガイド養成）  
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◆平成21年度開設、休止中の 

まちの駅「売茶翁の駅」の復活 

◆ボランティアガイド養成講座 

 の開催（2/19、2/26、3/5） 



Ⅳ 地域資源の観光化 

  （成果と課題）    
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◆10/19藩政時代の習わしを踏襲し
た観月会の開催 
⇒500人目標、来場者524人 

◆鼓の胴の松飾りの商品化⇒12/23、
30個販売 

◆ボランティアガイド養成講座の開催
（2/19、2/26、3/5予定） 

◆直澄公生誕400年祭［平成27年］
の開催準備 

◆まちの駅「売茶翁の駅」の開設
（12/23ﾌﾟﾚｵｰﾌﾟﾝ、3/9） 

≪成 果≫ ≪課 題≫ 

◆藩政時代の町並みに残る店舗や
空家が、事業の廃業や持主の事情
等により活用が困難になった。 

⇒歴史的な建造物や街並みの保存、
活用が今後の課題。 
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 来年度の目標          

◆実施組織体制の整備と町内各種団体 
  との連携強化 
 
◆行政関係機関とのネットワークづくり 
 
◆事業広報の充実、住民参画の拡大 
 
◆地域文化の伝承と歴史資源の活用 
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 来年度の事業計画           

◆藩政時代の郷土史本の刊行。 

◆「町内の史跡めぐりウオーキングコース」の設定。 
  案内ガイドを配置し、郷土学習や観光資源としての活用。 

◆「まちの駅」の定期的な開設。地元の農産物やお菓子を販売。 
  地域の特性を活かしたイベントや郷土資料の展示などを行う。 

◆「鼓の胴の松飾り」等の地元工芸品、農産加工物の商品化。 

◆「郷土学講座」、「伝承文化体験講座」「古文書講座」の開催。 

◆小学生まで対象を拡大した史跡案内ガイドの養成。 

◆蓮池町の食文化を伝える料理講習会の実施。 

◆初代蓮池藩主 鍋島直澄公 生誕４００年祭（平成27年度）の企画 

 


