
九電みらいの学校 2009 年度スケジュール（予定） 

 プログラム名 時期 開催会場・参加申込み受付窓口等 対象 内容 備考（講師、出演者等） 

出前授業 随時 全支店広報Ｇ 小中学生 
当社社員等が学校を訪問し、小学校高学年や中学生を対象に、手回し発電機や電

気ブランコなどの実験を中心とした授業を実施します。電気、省エネ、環境・エ

ネルギーについて楽しく学び、地球環境を守るための行動につなげていきます。
社員 ※全九州で年間 360 回程度の実施を計画 

6/20 都久志会館 
小学高学年と 

保護者 600 名程度 

「九電みらいの学校」開講記念として、宇宙飛行士の毛利衛氏による講演と子ど

もたちとの対話、福岡教育大学の伊藤教授による科学実験を実施します。 
毛利衛氏（宇宙飛行士）／伊藤克治氏（福岡教育大学教授） 

6/21 西日本総合展示場 稲見昌彦氏（慶應義塾大学院教授）／秋永正廣氏（福岡教育大学教授） 
6/27 長崎新聞文化ﾎｰﾙ 上田泰己氏（理化学研究所）／藤本登氏（長崎大学准教授） 
9/5 唐津市ふるさと会館 稲見昌彦氏（慶應義塾大学院教授）／藤本登氏（長崎大学准教授） 
9/12 鹿児島市中央公民館 柴田崇徳氏（産業技術総合研究所）／藤本登氏（長崎大学准教授） 
9/13 宮交ｼﾃｨ紫陽花ﾎｰﾙ 柴田崇徳氏（産業技術総合研究所）／藤本登氏（長崎大学准教授） 
11/1 大分ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ 秋元博路氏（東京大学大学院准教授）／伊藤克治氏（福岡教育大学教授） 

こども科学研究室 

11/29 熊本ﾃﾙｻ ﾃﾙｻﾎｰﾙ 

こども科学研究室

事務局 

092-714-2681 

www.kyuden.co.jp/

mirai_index.html 

小学高学年と 

保護者 300 名程度 

第一線で活躍する若手科学者による対話型の授業やおどろきでいっぱいの科学実験

など、子どもたちの好奇心を育てる内容です。体内時計の研究などで世界的な評価

を受ける上田泰己氏を始め、視覚や触覚など五感に係わるユニークなインターフェ

ースの研究を続ける稲見昌彦氏、アザラシ型ロボット「パロ」を開発した柴田崇徳

氏、海上で新幹線と同じ速度で走る船の実用化に挑む秋元博路氏など若手科学者を

ゲストに招きます。科学実験教室は、福岡教育大学教授の秋永正廣氏、福岡教育大

学教授の伊藤克治氏、長崎大学准教授の藤本登氏を講師として招きます。 上田泰己氏（理化学研究所）／伊藤克治氏（福岡教育大学教授） 
夏休み親子の発電所見学と科学実験教室 7/24 北九州支店広報Ｇ 093-533-8505 小学生 新小倉発電所見学と科学実験教室を開催します。 － 

九州一受けたい授業 7/25 福岡支店広報Ｇ 092-761-6381 小学生 小学生を対象にスペシャルな夏休みの特別授業を開催します。いろんな先生たち

が楽しく授業をします。 
－ 

みらいキッズクラブ 随時 小学３年生以上 県内の小学生を対象とした会員制クラブで、毎年、会員を対象にエネルギ

ー・環境に関する体験型イベントを開催します。 
社員ほか 

中学生エネルギー講座 随時 

大分支店広報Ｇ 097-536-4130 

中学生 県内の中学校を対象に発電のしくみや電気の正しい使い方について、火力発電模

型や分電盤模型などを活用した体験型の出前授業を実施します。 
社員ほか 

みやざきエネルギー探Ｑ部 随時 宮崎支店広報Ｇ 0985-24-2140 小学生 県内の小学生を対象とした会員制クラブで、会員を対象にエネルギー・環

境に関する体験型イベントを開催します。 
社員ほか 

各展示館独自イベント 随時 11 展示館 都 度 全１１の展示館にて、様々なイベントを開催します。 

九州エネルギー館、玄海エネルギーパーク、天山発電所展示館、八丁原発電所展示館、

大平発電所展示室、小丸川発電所展示館、一ツ瀬発電所資料館、川内原子力発電所

展示館、山川発電所展示室、野間岬ｳｲﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ展示館、きゅうでんぷらっとホール

女子畑いこいの森 随時 都 度 大分県日田市にある水力発電所ダム周辺の豊かな自然を活用した自然観察や木工

教室、また発電所でのエネルギー教室などを体験できる環境教育支援活動です。
社員ほか 
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エコ・マザー活動 随時 

環境部環境計画Ｇ 092-726-1530 
保育園・幼稚園児など エコ・マザーが、子どもたちや保護者の方々が集まる場を訪問し、紙芝居の

読み聞かせ等を行い、環境問題への「気づき」となる情報をお伝えします。 
エコ・マザー（九州各県に２名程度） 

7/17 奄美文化センター 親子 1,430 名程度 ｿﾘｽﾄ：デュオ・プリマ、司会：新山千春、学生：満丸彬人 

8/1 八代市厚生会館 親子 960 名程度 ｿﾘｽﾄ：奥村愛、司会：岩瀬惠子、学生：中川恵美里 
8/3 筑紫野市文化会館 親子 800 名程度 ｿﾘｽﾄ：奥村愛、司会：岩瀬惠子、学生：西岡怜那 
8/4 多久市中央公民館 親子 550 名程度 ｿﾘｽﾄ：奥村愛、司会：岩瀬惠子、学生：中川恵美里 
8/20 ｲｲﾂﾞｶｺｽﾓｽｺﾓﾝ 親子 1,500 名程度 ｿﾘｽﾄ：池松宏、扇谷泰朋、司会：西田ひかる、学生：池田萌華 
8/21 ｱﾙｶｽ SASEBO 親子 1,520 名程度 ｿﾘｽﾄ：池松宏、扇谷泰朋、司会：西田ひかる、学生：西岡怜那 
8/24 日向市文化交流ｾﾝﾀｰ 親子 1,630 名程度 ｿﾘｽﾄ：中川英二郎、司会：西田ひかる、学生：満丸彬人 

九電ふれあいコンサート 

みんなのクラシック 

8/25 ﾋﾞｰｺﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

九電ふれあい 

コンサート事務局 

0120-757-380 

www.kyuden.co.jp/

mirai_index.html 

親子 1,100 名程度 

本物の音楽を子どもたちに伝えることをコンセプトとしたクラシックコン

サートです。全日本学生音楽コンクール福岡大会上位入賞者と九州交響楽

団とが共演します。これに加え、新山千春氏や西田ひかる氏など子育て真

っ最中の司会者がクラシック音楽の魅力をやわらかくお伝えします。この

他、バイオリニストのデュオ・プリマ、奥村愛氏、扇谷泰朋氏（九響）、コ

ントラバスの池松宏氏、トロンボーンの中川英二郎氏をお招きします。ま

た、告知チラシの絵は、知的障害者アーティスト集団「アトリエブラヴォ」

にご協力いただいています。 ｿﾘｽﾄ：中川英二郎、司会：西田ひかる、学生：郡司菜月 

ファミリークラシックコンサート 8/29 苓北町民センター 
熊本支店広報Ｇ 

096-386-2200 
親子 200 名程度 九州交響楽団員によるミニコンサートを実施します。 九州交響楽団 

みんなの作文・エッセイ 6 月～ 北九州支店広報Ｇ 093-531-1180 小学3年生以上 
文芸活動を通じた地域の文化向上と次世代層の健やかな成長を目的に、小学

生の部、中学生の部、一般の部の３部門で、作文・エッセイを募集します。 
－ 

こころのコトバ大賞 6 月～ 福岡支店広報Ｇ 092-761-6381 小学3年生以上 普段なかなかコトバにできない想いを綴った作文・エッセイを募集します。 － 

家族新聞コンクール 6 月～ 熊本支店広報Ｇ 096-386-2200 小中学生 学校の先生や友たちなどに向けた新聞をイメージし、家族の出来事・話題、

将来の夢などを自由に編集した新聞を募集します。 
－ 

わたしの絵コンクール 6 月～ 鹿児島支店広報Ｇ 099-285-5252 小中学生 魅力ある地域づくりや次世代層の育成を目指し、絵画コンクールを実施します。 － 

作文コンクールさが 7 月～ 佐賀支店広報Ｇ 0952-33-1144 小中学生 「未来をになう子どもたちに豊かな心をはぐくんでいってほしい」との願

いを込め、「作文コンクールさが」を開催します。 
－ 

親と子の伝統工芸教室 8 月 熊本支店広報Ｇ 096-386-2200 親子 20 組(小学生) 夏休みに親子で参加いただく伝統工芸教室を開催します。 青匠会(熊本県内の伝統工芸の後継者グループ) 

くらしとエネルギー絵画コンクール 9 月～ 長崎支店広報Ｇ 095-864-1988 小学生 子供たちが環境問題とエネルギーのことを考えるきっかけとなるよう「私

たちのくらしとエネルギー」をテーマに絵画コンクールを実施します。 
－ 

劇団四季「ライオンキング」 4 月～ － 子どもたちが本物の舞台に触れる機会を提供するため、劇団四季による「ラ

イオンキング」に協賛しています。 
－ 

アトリエブラヴォの絵 随時 

広報部メディア・文化Ｇ 092-726-1583 

－ 「九電ふれあいコンサート みんなのクラシック」のために、８人のアー

ティストが描いた絵をホームページやコンサート会場で公開します。 
－ 

ラグビー教室 随時 人事労務部給与福祉Ｇ 092-761-3031 小中学生 「九州電力キューデンヴォルテクス」（ラグビートップリーグ）の選手たち

による子どもたち向けのラグビー教室を各県で実施します。 
キューデンヴォルテクス 

文
化
・
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ 

アビスパ・九州電力デー 未定 広報部メディア・文化Ｇ 092-726-1583 小中学生 「アビスパ福岡」（Ｊリーグ）のホーム試合で、選手と手をつないでピッチ

に入場できる権利を抽選でプレゼントするなどのサービスを提供します。 
－ 

 


