
　詩をはじめ短歌や
童謡など、日本の近
代文学に偉大な功績
を残した詩聖・北原
白秋。没後 80 年とな
る今年は、その業績
をたたえる催しが市
内外で数多く開催さ
れます。家族や友人
と足を運んで、柳川
を生涯愛した白秋の

功績を改めて振り返ってみませんか。
【問】市民文化会館（☎ 73・7777）
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再編後の学校
とその位置

整備
方法 対象校 Ｒ

4
Ｒ
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Ｒ
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Ｒ
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Ｒ
8

Ｒ
9

Ｒ
10

Ｒ
11

Ｒ
12

Ｒ
13

Ｒ
14

大和小学校（仮称）
【位置】現中島小
　　　→現大和中

改修
皿垣小、有明小
中島小、六合小
大和小、豊原小

再編協議
設計・工事 開校 移転協議

設計・工事 移転

※蒲池学校（仮称）
【位置】現蒲池小
　　　  現蒲池中

改修 蒲池小、蒲池中 再編協議
設計・工事 開校

※昭代学校（仮称）
【位置】現昭二小
　　　  現昭代中

改修 昭一小、昭二小
昭代中

再編協議
設計・工事 開校

大和中と三橋中
との統合中学校

【位置】現豊原小
新築 大和中、三橋中 再編協議

設計・工事 開校

柳城中と柳南中
との統合中学校

【位置】現柳城中
改修 柳城中、柳南中 再編協議

設計・工事 開校

柳城小学校（仮称）
【位置】現城内小 改修 柳河小、城内小

東宮永小
再編協議

設計・工事 開校

柳南小学校（仮称）
【位置】現柳南中 改修 矢留小、両開小 再編協議

設計・工事 開校

三橋小学校（仮称）
【位置】現三橋中 改修

矢ヶ部小
二ッ河小
垂見小、中山小

再編協議
設計・工事 開校

■再編スケジュール

　市は、5月から 7月にかけて小中学校再編計画（案）
の住民説明会を市内各所で 41 回開催してきました。
それらの説明会で出た意見をもとに計画（案）を修正 (9
月 1日号に掲載）し、9月 14 日までパブリックコメン
トを実施。集まった 126 件の意見を受けてさらに計画
（案）を修正し（右表参照）、9月 29 日に開かれた市教
育委員会で再編計画が正式に決定しました。

　市は今後、再編する学校ごとに協議会を立ち上げ、
校名や制服、通学方法などを協議していきます。最初
に再編する大和小学校（仮称）は、年内を目標に協議
会を立ち上げる予定です。その後、下表のスケジュー

令和 14 年度までに 2 中学校、5 小学校、2 義務教育学校へ再編

適正規模を実現する学校再編計画が決定

パブコメで出た意見をもとに計画（案）を修正

年内に大和小（仮称）の協議会を設置
ルで再編を進め、令和 14 年度までに 2中学校、5小
学校、2義務教育学校への再編を目指します。
　決定した再編計画は、市公式サイトの他、市学校教
育課（三橋庁舎 3階）、市政情報コーナー（柳川庁舎
３階総務課内）、大和・三橋市民サービス課、各コミュ
ニティセンターなどで見ることができます。

【問】同課教務係学校再編担当（☎ 77・8887）

学校再編

今後も適正規模が見込まれる
藤吉小は再編の対象外

中学校への通学は、原則徒歩か自転車。ただし、距離
が著しく遠いときは、スクールバスなどを検討する

学童保育は再編した学校の敷地内が基本。加えて
使わなくなった学校の校舎などの利用も検討する

修正箇所（青文字の内容を追加）

市内で開催される催し
□特別展　交声曲「海道東征」展～愛用の品とともに～
　白秋が晩年に残した大作、交声曲「海道東征」にま
つわる品々などを展示します。
●日時　11 月 1日（火）～来年 1月 31 日（火）、　午
前 9時～午後 5時（12 月 29 日～ 1月 3日は休館）
●会場　北原白秋生家・記念館
●入場料　大人 600 円、高校・大学生 450 円、小中
学生 250 円

【問】同館（☎ 72・6773）
□岡幸二郎 Premium Live
●日時　11 月 23 日（水・祝）、午後 2時開演（開場
は 30分前）
●会場　市民文化会館
●入場料（全席指定）　一般Ａ席 4000 円。未就学児は
入場不可

【問】市観光協会（☎ 73・2145）
□交声曲「海道東征」演奏会
●日時　12月4日（日）、午後2時開演（開場は1時間前）
●会場　市民文化会館
●入場料（全席指定）　1階席 4000 円、2階席 3000 円。
未就学児は入場不可

【問】海道東征演奏会実行委員会の末永さん（☎
080・7986・9313）
□北原白秋へのオマージュ巡回展（水都やながわ）
　11 月に福岡市美術館で展示する作品を柳川で展示
します。入場無料です。
●日時　12 月 20 日（火）～ 12 月 25 日（日）、午前
10時～午後 5時
●会場　市民文化会館「水都やながわ」

【問】同館（☎ 73・7777）

北原白秋をたたえて業績を振り返る没後 80 年記念事業を一挙紹介

没後 80 年の節目に柳川が生んだ詩聖を顕彰

市外で開催される催し
□演劇「空に真っ赤な雲のいろ～北原白秋物語」
　若き日の白秋の愛と葛藤のドラマを白秋の詩歌と歌
にのせて届けます。
●日時　11 月 10 日（木）、①午後 2時 30 分開演②午
後 6時 30 分開演（開場はいずれも 30分前）
●会場　福岡市科学館サイエンスホール（福岡市中央
区六本松）
●入場料　A席 5000 円（指定、前売りのみ）、B席
3500 円（当日 4000 円）

【 問 】LightSeekers の 宮 崎 さ ん（ ☎ 090・9723・
8871）

□北原白秋へのオマージュ展
　白秋の文学作品や白秋作品の母体となった柳川の自
然などを題材に、多様なジャンルの表現を通して、白
秋の魅力に迫る作品展。入場無料です。
●日時　11 月 22 日（火）～ 27 日（日）、午前 9 時
30 分～午後 5時 30 分
●会場　福岡市美術館（福岡市中央区大濠公園）
□北原白秋へのオマージュ華道展
　華道での表現を通して、白秋の魅力に迫る作品展です。
●日時　11 月 25 日（金）～ 27 日（日）、午前 9時～
午後 5時
●会場　大濠公園日本庭園茶会館（福岡市中央区大濠
公園）
●入園料　250 円。福岡市美術館オマージュ展受付で
無料パスを配布
□第 52 回九州詩人祭福岡大会「声をとどける ー 響
きあう詩」
　参加者がオマージュ展会場などで詩作、一部を日本
庭園茶会館で朗読します。
●日時　11月 26 日（土）、午後 0時 30 分～
●会場　福岡市美術館ミュージアムホール
●入場料　1000 円（資料代）
□シンポジウム「白秋の魅力を語る」
　各分野のパネリストがそれぞれの視点から白秋の魅
力を語り合います。市民劇団くもで座を率いる田中は
くどうさんや北原白秋生家記念館の高田杏子館長など
が登壇予定。入場無料です。
●日時　11 月 27 日（日）、午後 2時開演（開場は 30
分前）
●会場　福岡市美術館ミュージアムホール

【問】福岡文化連盟（☎ 092・711・5585）

※蒲池学校（仮称）と昭代
学校（仮称）は小中一貫の
義務教育学校

柳城小（仮称）と柳南小（仮
称）は令和 7 年度を目途に、
必要に応じて見直しを検討

福岡文化連盟主催事業（市外開催）


