NPO 法人住学協同機構筑豊地域づくりセンター・筑豊ゼミ研究会報第 23 号 2015 年 7 月 10 日

祝！ 明治日本の産業革命遺産

製鉄・製鋼、造船、石炭産業

世界文化遺産に登録決定
ドイツ・ボンで開かれていたユネスコ（国連教育科学文化機関）の世界遺産委員会は、５日
午後３時（日本時間同１０時）すぎから審議し、全会一致で登録が決まりました。
登録記念式典（７月１１日（土）１２時～田川市石炭記念公園）では、半世紀ぶりに 2 本煙
突から煙を出して祝います。(情報交差点 6 ページ参照)

7 月例会は 7 月 15 日(水)午後 7 時～9 時
受付(市民遺産研究会)は視聴覚教室(4 号館 1 階)で行います。インフォメーション(連絡事
項)等を最初に行いますので、受付後午後 7 時迄視聴覚教室に待機してください。

市民遺産研究会(4 号館 1 階視聴覚教室)：
１）

６月１４日の見学会の報告書のまとめ。

２）

８月２日（日）見学会のコースを決める。

独楽研究会（4401 教室）
１）

大名独楽を回す普通のガラス、並ガラスと強化ガラスのワックスをかけて、かけてな
い場合とのデータで実証研究

２）

平井氏より、ガラスの磨きやワックスの種類について説明をして頂く。

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会
7 月 28 日(火) 午後 7 時～8 時半

場所：飯塚市市民交流プラザ(アイタウン２階)

1) 不登校、引きこもり、非行系の進路は？
学校から離れ気味の若者たちの進路は殆ど知られていません。せめて「高卒同等資格」
がないと社会では受け入れにくいのが実情です。制度についての解説と現状を紹介
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古代のロマンに酔う研究会：(講演会開催)
7 月 16 日(木) 午後 6 時半～9 時

場所：イイヅカコスモスコモン 展示ホール

講師：桂川町教育委員会 社会教育課文化財振興係 係長

尾園 晃 氏

題目：「遠賀川流域の古墳文化と王塚古墳」

ビオトープ研究会 （３号館２階

Mac 室）：

・現在２年生・３年生のメンバーで火曜日に活動しています。
・幸袋地区での小中一貫校（仮）にて、生きものと触れる場づくりを考えています。
・具体的にはカブトムシのすみかと子供たちの関わりなどについて話し合っています。

情報発信/データデザイン研究会(pdd 研)（3 号館 3 階 3304-B：情報工房）：
・筑豊ゼミに会員登録したユーザに対してメール配信する仕組みの開発
・飯塚市の｢飯塚山笠｣また，連載企画の飯塚市スイーツの取材・広報

市民遺産研究会

会長 白神 精一

1・ 白神会長から「田川市まち歩きガイドブック」を配布してもらい、ガイドブックについて説明を受
けました。
2・ ６月１４日の見学会の報告（小野谷のあじさいロード ・嘉麻ふるさと交流館 ・ふらんす料理
平野・正法寺）を行いました。
3・ 見学会報告書作成者名を決めました。
4・ 時期的な関係で遠賀川水源地を見学できなかったので８月に見学を実施したいとの希望が
ありました。
5・ ８月２日（日）・遠賀川水源地他を見学する事にしました。
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独楽研究会

会長 笹原 泰史

１）

普通のガラスと硬いガラスによる回転時間のデータを取る

２）

平井氏よりガラスの種類や磨き方及びワックスについての話を聞く

３）

６月１６日

飯塚市立蓮台寺小学校３年生に独楽回しの指導に行く

４）

６月２０日

東町商店街の「はじめてのおつかい」に参加して、

こまの回し方、独楽遊びの独楽教室を行いました
５）

６月２２日

川崎町立真崎小学校に、３年生の国語の授業で色々な独楽の回

し方の話が記載されているので、実物の独楽を持って行き生徒さんに独楽の説明をし
て触ってもらい、独楽回しの指導や、簡単に作れるこまを作ってもらいました。

若者(不登校・ひきこもり・非行）研究会
参加者

会員

３名

一般参加

２名

計

会長 野田 隆喜

５名

内容

：歴史的転換のフリースクール・自宅学習の法整備について

会長

野田より解説

→

学校外施設としての位置づけであった「フリースクール」は長く教育委員会から

拒絶された関係でした。近年「雪解け」の様子はありましたが、急速な展開の背景等
を解説

→

1）

フリースクール主宰者委員任命（文科省）

2）

自宅学習（ホームスクーリング）現在法令違反の容認（法改正？）

いわゆる

オルタナティブ（学校外教育）の容認

特異な事例を紹介
京都府某市

NPO 法人が運営するフリースクールと市立小中学校の関係

（朝 学校に登校

その後 NPO のフリースクールに登校・・出席扱い）
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→

飯塚（筑豊）の現状に置き換えてみると
確認できる民間フリースクール飯塚に２団体のみ。後は公的適応指導教室
推定する不登校者数(嘉飯桂)は少なくみても 300 人あまりの受け皿にはなり得ない

→

フリースクール同様

＊

夜間学級・夜間中学との輻輳が有効では？

若者理解におすすめの漫画

「イキガミ」・今の世相を反映しています。実は戦前の日本の姿が透けてみえます。

古代のロマンに酔う研究会 ～ヒミコを捜そう～

会長 藤江 文雄

〇6 月 17 日(水)
〇会場：近畿大学産業理工学部

4 号館

視聴覚室

〇講師を招聘して学習した
講師：飯塚市歴史資料館

館長

嶋田光一氏

内容：遠賀川流域の古代文化：立岩遺跡と前漢鏡
参加者：会員外を含めて 13 名
成果：参加者の多くは本分科会の趣旨に賛同する

ビオトープ研究会

会長 近藤 友里

ビオトープ研究会では小中一貫校での生き物と関われる場としてどのようなものを作るかを考え、
その中で各自が考えてきたイメージなどをプレゼンテーションを行うなどしてさらに意見交換を深めま
した。
また、６月下旬には荒川学部長との話し合いも行い、計画方針を決めていきました。
これからもまた何度か話し合いを重ねながら良いものがつくれるように努めていきます。

情報発信/データデザイン研究会(pdd 研)

会長 田中 翔

<Web 班>
依頼されていた「理事長交代のお知らせ」のアップロード及び，筑豊ゼミナールの HP にて溜まっ
ていたコメントを自動選別するための仕組みの導入を行いました．
<広報班>
田川市の隠れた名所である『金山あじさい園』にて開催された｢あじさい祭り」を取材し，レポートと
して掲載した．また，先月より開始した連載企画の第 2 回として｢太郎茶屋 鎌倉｣の取材を行い，
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広報しました．(図 1)

図 1.連載企画第 2 弾のページ

筑豊ゼミ: http://www.chikuzemi.com/

e-mail : chair@chikuzemi.com（運営委員長）
: sec@chikuzemi.com（事務局長）
筑豊地域づくりセンター: http://www.chikuhou-jugaku.org/

筑豊での話題やイベント情報を掲載します。皆様からの情報をお待ちしております。
予告だけでなく、結果報告も OK です。(上記アドレスまで)

おめでとうございます！
第１７回(2015) 日本水大賞

直方川づくり交流会
【国土交通大臣賞】 受賞

直方川づくり交流会の活動“「川づくりは人づくり」～市民による川づくり 遠賀川夢プラン～”が、
第１７回日本水大賞【国土交通大臣賞】を受賞されました。
表彰式・受賞活動発表会は、７月７日(火)に日本科学未来館でおこなわれました。
http://www.japanriver.or.jp/taisyo/no17/jyusyou_itiran.htm
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田川市立石炭・歴史博物館

二本煙突から煙がでます

http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/sekitan/hakubutuinfo/page_769.html?type=top

「明治日本の産業革命遺産」ユネスコ世界文化遺産登録記念
☆チクホウフォーカス２０１５～煙突の見える町より、作兵衛さんと共に～
平成２７年７月１１日（土）１２時～

於：田川市石炭記念公園

○記念式典、ちくまる号の運行、ご当地ゆるキャラの登場など (煙突から半世紀ぶりに煙が出ます)
○田川地域ゆかりのグルメ含む飲食店も特別出店します（雨天中止）

☆ユネスコ世界記憶遺産登録原画企画展
筑豊の炭坑が支えた産業革命 ～山本作兵衛翁と写真家たちの記録～
会期を４期にわけ、展示原画を入れ替え

於：田川市石炭・歴史博物館

第１期：７月１１日（土）～8 月 16 日(日) 第２期：８月１８日（火）～9 月 23 日(水・祝)
第３期：9 月 25 日（金）～11 月１日(日) 第４期：11 月 3 日（火・祝）～11 月 29 日(日)
～炭坑記録画～：・ユネスコ世界記憶遺産登録原画の他、博物館所蔵未登録原画初公開
～炭坑写真～：・地元写真家撮影の炭坑写真展示

☆「明治日本の産業革命遺産」と筑豊炭田展
平成２７年７月１１日（土）～

於：田川市石炭・歴史博物館 産業ふれあい館展示室

・「明治日本の産業革命遺産」構成資産の紹介・筑豊炭田とのかかわりについてのパネル展示

GOTTON JAM 2015 ～酒・音・浴衣の宴～
2013 年<筑豊再燃>を掲げスタートした音楽・食・アートのイベントも 3 回目・・・さて、今年は？
日時：2015 年 7 月 19 日(日) 開場/16:00 開演/17:00(予定)

http://gottonjam.jp/

会場：嘉穂劇場
料金：全席自由：前売 4,500 円 当日 5,000 円
出演：akiko / INO hidefumi / jizue(ジズー) / Polaris /

嘉麻市上山田

射手引神社 祇園祭（嘉麻市上山田 1539）

日時：平成 27 年 7 月 20 日(月) 20：00 開始予定 （雨天決行）
約 250 年続く伝統行事です。暗闇の中、炬火、提灯に照らされ、境内へ続く 130 段の石段を、
約 2 時間半かけて上がりながら舞う迫力の獅子舞です。 http://www.e-kama.net/event/
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筑豊の花火大会 カレンダー ２０１５
☆宮若納涼花火大会 於：本城橋下流左岸堤防
犬鳴川の河川敷から個性豊かな３０００発の花火が夜空に打ち上げられる
７月２３日(木) 20:00～21:00 (荒天の場合、７月２８日(火)に延期)

☆のおがた夏まつり(花火大会) 於：直方市役所下(直方リバーサイドパーク)
直径 200m の花を咲かせる 8 号玉など６０００発の花火や幅約 1000m のナイアガラは大迫力！
７月２６日(日) 20:00～21:00 (荒天の場合、7/29, 8/4, 8/7 のいずれかに延期)

☆そえだ花火大会 於：そえだサンスポーツランド（添田町大字庄 952）
英彦山をバックに迫力ある約 5000 発が空を彩る
８月１日(土) 20:00～20:45 (荒天の場合、８月２日(日)に延期)

☆飯塚納涼花火大会 於：遠賀川 中の島
５０００発の打ち上げ花火の他、人の乗ったバイクが走るさまをかたどった創作花火や、全長約
400m のナイアガラなどの仕掛け花火が見どころ
８月３日(月) 20:00～21:00 (荒天の場合、８月４日(火)に延期)

飯塚市商店街「土曜夜市」（午後 6 時～8 時）
7/18：本町：バンド演奏 東町：ちびっこ動物園

夜空の星の下でおはなし会

7/25：本町：子ども夜市 子ども太鼓『竜王』『楽鼓』 絵本読み聞かせ 東町：ジャンケン大将
子ども夜市では、子どものアイデアで約 20 店、出店します。
8/1: 本町：鼓楽塾ライブ 東町：アーケード横断クイズ
3 日間共通屋台では、筑穂牛食堂やチヂミ、焼き鳥、かき氷等の他、ゲームも多数あり。

発 行：NPO 法人住学協同機構筑豊地域づくりセンター 第２８期筑豊ゼミ
責任者：第２８期筑豊ゼミ運営委員長 菊川 清
編集者；第２８期筑豊ゼミ運営委員会事務局長 主税 洋三
住 所：〒820-8555 飯塚市柏の森 11-6 近畿大学産業理工学部気付 第２８期筑豊ゼミ
連絡先：090-9485-5985（運営委員長 菊川）090-8624-2886（事務局長 主税）

e-mail : chair@chikuzemi.com（運営委員長） sec@chikuzemi.com（事務局長）
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