
２０２１年度 活動状況

筑後を守るドローン隊
２０２２．３． ３



団体の事業・活動内容

共働きやひとり親の子どもたちの居場所づくりを目的として、プログラミング

（スクラッチ）をドローンを使って学ぶ授業を開催しています。ウィズ・コロナ

対策としてオンライン授業が出来るようにZOOM使い方も教えています。

今年度はNTTドコモでのケータイやインターネットの経験を生かして、

高齢者の孤立化・認知症の増加、買い物に出かけることが出来なくなるという

社会課題を解決する為、ケータイでのメッセ－ジや写真の送信、ビデオ通話、最終

目的として”お家からの買い物ができる”お年寄りを守る講座を開催します。



２０２１年度 活動実績一覧表

実施時期
(日程･時間など)

助成金対象 実施活動（具体的に） 実施場所

参加者数
(延べ人数)

従事者 集客者

2021年12月4日
9時30分から11時30分

★ 子どもの居場所づくりの
プログラミング授業
（ＺOOM体験、プログラミン
によるドローン飛行）

くるめっ子館 3人 13人

2021年12月11日
9時30分から11時30分

★ 子どもの居場所づくりの
プログラミング授業
（ＺOOM体験、プログラミン
によるドローン飛行）

くるめっ子館 3人 16人

2021年10月21日
10時30分から11時30分

★ シニア向けスマートフォン教室 市民活動サポートセンター
みんくる

4人 4人

2020年11月18日
10時30分から11時30分

★ シニア向けスマートフォン教室 市民活動サポートセンター
みんくる

4人 2人

2020年12月16日
10時30分から11時30分

★ シニア向けスマートフォン教室 市民活動サポートセンター
みんくる

3人 3人

2021年1月20日
10時30分から11時30分

★ シニア向けスマートフォン教室 市民活動サポートセンター
みんくる

1人 1人



くるめっ子館
楽しか土曜楽校 ドローン体験
Ⅰ（A班）

 ２０２１年１2月4日に石橋記念くるめっ子館た
のしか土曜楽校A班ドローン体験Ⅰを開催いたし
ました。参加者は小学1年生～６年生の１３名で
した。二班構成で、ドローンの操縦とスクラッ
チプログラミングを体験して貰いました。幅広
い年齢層の子供たち１３名を教えるのは筑後を
守るドローン隊にとっても初めてで、良い経験
が出来ました。最後の感想と発表では、子供た
ちからドローンの操縦、プログラムが楽しかっ
たと言ってもらい、ほっとしました。



くるめっ子館
楽しか土曜楽校 ドローン体験Ⅰ（B班）
２０２１年１2月11日に石橋記念くるめっ子館たのしか土曜楽校B班ドローン体験Ⅰを開催いたしまし

た。参加者は小学1年生～６年生の１6名でした。ドローンを操縦して輪をくぐって着陸する練習を行い
ましたが、ドローンを操縦した経験がある子供が半数近くおり、最初から成功する子供もいました。iPad
によるスクラッチプログラミングも、初めての子供も、一度教えると、なんとか、次々と難問をクリア
していくのには驚きました。感想発表では、2回目も参加したいという子供が多く、楽しみです。



Friendly Marche

 ２０２１年１１月２７日（土）やさしい街主催
のFriendly Marcheのドローンプログラミングの
講師に招いて頂きました。参加者は小学生3人、
大人４人、見学者９人でした。 ドローンをコ
ントローラーで飛ばしてみて、実感してもらい
ました。スクラッチプログラミングは初めての
参加者もすぐに習得されました。ドローンの飛
行課題に皆さんも挑戦され、回転角度が足りな
くて壁に追突したりして苦労されていましたが、
問題を解決して目標に到着したときは、みんな
が拍手！！ みんなで楽しい時間を過ごしまし
た。

https://friendly-town.com/


２０２１年度 今後の活動予定

実施時期
(日程･時間など)

助
成
金
対
象

実施活動（具体的に） 実施場所

参加者数
(延べ人数)

従事者 集客者

2022年3月12日
9時30分から11時30

分

★ 子どもの居場所づくりの
プログラミング授業
（ＺOOM体験、プログラミン
によるドローン飛行）

くるめっ子館

2022年3月26日
9時30分から11時30

分

★ 子どもの居場所づくりの
プログラミング授業
（ＺOOM体験、プログラミン
によるドローン飛行）

くるめっ子館



シニア向けスマートフォン教室
（第一回）

 第一回シニア向けスマートフォン教室を

２０２１．１０．２１に開催しました。

 場所は、みんくる六ツ門くるめりあ六階の会議室で、
４名の方に参加していただきました。

 教室の進め方を説明し、その後、受講者個々に面談を
行い、学びたい事、分からない事の聞き取りをしまし
た。

 休憩時間にはアトムと一緒にラジオ体操を行い、あっ
という間に一時間が過ぎてしまいました。

 次回の講座は、全体にWeb会議（Zoom）の講習と
個々に面談結果を基に講習を行います。

 一人一人の方に合わせて講座を進めるので、受講者は
４～５名が限度な点がこの講座の問題点です。要改
善！



シニア向けスマートフォン教室
（第2回）

 ２０２１年１１月１８日（木）にシニア向けス
マートフォン教室をみんくる会議室で開催しま
した。

 今回の参加者は、2回目の方が１名、新しい方が
１名の２名でした。2回目の方には、前回のカル
テを基に画面ミラーリングを主に説明し、新し
い方には聞き取りを行いました。

 情報連絡には筑後を守るドローン隊のLINE公式
アウントにより、的確に開催日を周知すること
にしました。



シニア向けスマートフォン教室
（第３回）

 ２０２１年１2月１6日（木）にシニア向けス
マートフォン教室をみんくる会議室で開催しま
した。

 今回の参加者は、2回目の方が１名、新しい方が
2名の3名で、最初に自己紹介をしたことにより
和気あいあい楽しく学びました。

 久留米市のLINE公式サイトを各自のスマホに登
録しました。

 YouTubeでカラオケが出来ることが分かりみん
な盛り上がりました。



シニア向けスマートフォン教室（第４回）

 今年度最後の４回目のシニア向けスマート
フォン教室に１名の参加がありました。オミ
クロン株の猛威の中、辛うじて開催すること
が出来ました。今回はLINEの復習で友達登録
とメッセージ送信をした後、テレビ電話を実
際に体験して貰いました。筑後を守るドロー
ン隊の活動を紹介したところ、筑後大堰に興
味を持たれ、空撮の映像をホームページから
見て貰いました。最後に以前からドローンに
関心があったそうで、ドローン（Tello）を操
縦して飛行体験をして貰いました。



元気ふれあい学級
（LINE講座）

 ２０２１年１１月１６日（火）に、
長門石コミュニティセンターで開
催されている元気ふれあい学級に
講師として招いて頂きました。
“遠くにいる孫や家族とテレビ電
話で話そう”という内容で、７人
の参加者がありました。LINE無
料ビデオ電話での参加者同士の通
話では大変盛り上がりました。今
回は参加者の皆様が顔なじみのた
め、お互いに教えあいながら、和
気あいあいと楽しい時間を過ごさ
れていました。アプリのインス
トールの方法、有料アプリの購入
方法等の今後の講座に参考になる
質問も頂きました。



環境教育in三潴保育園

 ２０２１．５．２０

 ドローンを実際に見て、飛ばして、園児の人文
字を上空から空撮等をしました。

 自分たちが住んでいるところを空撮したビデオ
で勉強しました。

 筑後を守るドローン隊は、私達より62歳も若い
園児の皆さん対象の環境教育のお手伝いをしま
した。あまりのエネルギーにヘトヘトになりが
らも何とかドローン空撮まで終えることができ
ました。よしさん、けんさんにとって、ほんと
うに楽しい、楽しい一日でした。



三潴保育園 環境活動
in 百道浜

 ２０２１．１０．１５

 三潴保育園の２２人の子どもと先生・スタッフ
１２人で、海の環境を学びました。

 スキュバーを付けて海の中を観察したり、海岸
に流れ着いたごみやマイクロプラスチックの観
察と掃除をしました。



三潴保育園 環境活動 in くるめウス
２０２１．１２．２３
筑後大堰で筑後川の流れとごみについて学びました。
その後、くるめウスで万華鏡を作り、その中にマイクロプラスチックを入れて
ました。みんな万華鏡をのぞいて見て、美しさに はしゃぎ お互いに見せ
合って喜びました。



南薫文化クラブのお話し会

 車の温度計が３９度を表示する猛暑の中、７月２５日
１３時３０分から 久留米市南薫校区コミュニティセ
ンターで南薫文化クラブのお話し会が開催されました。
老人会のメンバーが８名参加されました。

 内容は、筑後を守るドローン隊の木本がドローンとは
どんなものか、ドローン隊の活動を1時間程度紹介し
ました。その後 実際に室内でドローン飛行操縦を皆
さんにして頂きました。

 主催者の永田様の感想です。 ドローンを使用する上
での概略が判りました。

 規制事項（150ｍ以下の高度、機体200ｇ以下は免許
不要など）ドローンの飛行の原理が判りました。

 対角線上のプロペラが同じ方向に回る時計周り・反時
計回りのプロペラ回転で機体が回転するのを防ぐ回転
数を落とした方に進む

 とてもよい頭の刺激になりました。

 他の参加メンバーもお話を聞いてよかったと言ってい
ます。



くるめオンライン公
民館出演

 7月25日（日）16：30-17：00筑後を守るド
ローン隊が「くるめオンライン公民館」に出
演しました。この公民館はでは「ローカルを
まじめにエンターテイメントする。」をコン
セプトに、筑後川流域・筑後平野エリアの、
日常の手さぐりな暮らしを、そのまま問い合
える 身近にある公民館のように楽しみ、学
び、議論しあう場です。

 ドローン隊は、巽館長と心眼ハート♡あいず
の長谷部さんとのトーク形式でドローンの実
機の組み立て実演を交えながら ドローンの
魅力を伝えました。

 また、活動内容として、子どもの居場所づく
りのプログラミング授業や三潴保育園での環
境教育で子どもたちがドローンとの触れ合い
で全身から湧き出るエネルギーを感じた話も
しました。

 最後に、筑後川大堰の空撮映像や筑後川支流
の水中映像を堪能していただきました。



青峰校区コミュニティセンター
防災訓練用空撮

校区内にがけ崩れの場所があり、地区の防災訓
練を実施するビデオ作製のお手伝いをしました。

２０２１．１１．３０



久留米工大様と合同ドローン空
撮訓練

 ・梅雨明けのような快晴の中、久留米工大様と筑後
を守るドローン隊の合同ドローン空撮訓練を行いま
した。

 久留米工大の巽先生、池田先生、情報ネットワーク
工学科の学生の方々に参加して頂き、筑後を守るド
ローン隊からは木本、松岡、佐藤が参加しました。

 今回の訓練の目的は、久留米工大の学生の方々が
デジタルコンテンツの作成にドローンを活用される
事を検討されており、筑後を守るドローン隊との合
同訓練が実現しました。

 これを機会に、ドローンに興味を持っていただき、
将来、ドローンの開発に携わってくれる方が現れれ
ば、筑後を守るドローン隊にとってこれほどうれし
いことはありません。


