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 24 号 2015 年 8 月 10 日

8 月例会は 8 月 19 日(水)午後 7 時～9 時
受付(独楽研究会)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。

飯塚（中心市街地）このままで委員会
８月２７日（木）１９時１５分～ 場所：街なか交流・健康ひろば（東町・玉置跡）５頁参照
「飯塚のまちについて何でも語ろう」が合言葉の商店街の会員主催の新しい研究会です。

市民遺産研究会(4401 教室)
独楽研究会（4402 教室）
１） 7 月のガラスの磨きの違いのデータについて話し合う。
２） 9 月 20 日の「サイエンスモール in 飯塚２０１５」の参加について、内容を話し合う。

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会
8 月２５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

古代のロマンに酔う研究会（4 号館 1 階視聴覚教室）
１)「魏志倭人伝」を我流で読もう。
「魏志倭人伝」については色々な風説がありますが、筑ゼミ説を作りましょう！
2)「ヒミコ祭り」の大枠を出し合いましょう。(第一弾）
※毎回独立（継続しない、単決）ですから、皆さん(会員でなくても）お気軽にお越しくだ

ビオトープ研究会
夏休み！

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：午後 5 時～）
・web ページにある不安定なスライドショーの改善
・連載企画の飯塚スイーツの取材・広報
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市民遺産研究会

会長 白神 精一

独楽研究会

会長 笹原 泰史

１）

平井氏よりガラスの話とペーパーで磨きについて話をしてもらった後、普通

のガラスと強化ガラスを実際にペーパーとワックスでガラスを磨いて、独楽のタイム
を測定する
２）

それぞれのガラスや磨きについて意見交換を行う

３）

19 日、独楽資料館にて、普通のガラス、並ガラス、強化ガラスでワックスを

塗ったタイムとペーパーで磨いたタイムを測定する。
４）

7 月 25 日飯塚商店街で子供夜市にて独楽のイベントと独楽回しの指導を行い

ました。参加者が 2 時間 30 分途切れることなく大変でしたが、近畿大学「松崎ゼミ」
スタッフが応援に来ていただき無事に終わる事が出来ました。

若者(不登校・ひきこもり・非行）研究会
日時

７月２８日（木）

午後７時から８時

会長 野田 隆喜

（市民交流プラザ）

例会内容
・文部省発表の全国フリースクール実態調査について
→

筑豊の現状の解説

→

今至急に必要とする若者自立準備・自立支援ホーム解説

若者理解のための新書紹介
1)

ヤンキー化する日本（斉藤環）

2)

ヤンキー経済（原田曜平）

＊安倍首相をはじめとして私たちに内在する「ヤンキー」についての解説と
今後のまちづくりに重要な「若者経済」について言及する２冊
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古代のロマンに酔う研究会 ～ヒミコを捜そう～
講演会開催：7 月 16 日(木) 午後 6 時半～9 時

会長 藤江 文雄

場所：イイヅカコスモスコモン 展示ホール

講演者：尾園

晃 桂川町教育委員会 社会教育課文化財振興係 係長
題目：遠賀川流域の古墳文化と王塚古墳

桂川町教育委員会の尾園係長より、昭和初期の発掘状況から、八女市にある同じ前
方後円墳の岩戸山古墳との関係性、阿蘇泥溶岩で作られた石屋形、燈明台石、石枕に
ついて解説されました。
特に説明のなかで、近畿地域の大和王朝の古墳の石棺も阿蘇泥溶岩でつくられてお
り、大和王朝とも深い関わりを示すものがあります。

発掘状況から得られた情報のなかで、筑紫君磐井、岩戸山古墳、遠賀川流域の古墳
との関連性、古墳の装飾性に関しては、時代背景が絞られた状況で話しが進みました
が、受講者から時代背景については、幾つか指摘があり、疑問視する話しも度々あり、
学会とは違う、随分と楽しめる講座でした。
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情報発信/データデザイン研究会(pdd 研)
web 班

会長 田中 翔
＜研究会員：飯田 貴之＞

筑豊ゼミナールの web ページ上に、新規投稿などの通知を受け取る為のメール購読機能を追
加しました。(図 1)
また、迷惑なコメントへの対策プラグインを導入しました。
(プラグインとは、機能を拡張するために用いるプログラムのこと.)

図1

メール購読機能

広報班
飯塚市で開催された夏の市民祭である｢山笠｣の追い山を取材し、web ページに掲載しました。
また、連載企画の第 3 回として飯塚市仁保にある｢ホットドッグ吉河｣の取材を行い、ブログ形
式で web ページに投稿しました。 (図 2)

図 2 連載企画第 3 回
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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)

筑豊ゼミに商店街の会員主催の新しい研究会誕生
「飯塚（中心市街地）このままで委員会」
～飯塚のまちについて何でも語ろう～
第１回例会： ８月２７日（木）１９時１５分～ 場所：街なか交流・健康ひろば（東町・玉置跡）
飯塚のまちについて語りませんか？
最初は手探り状態ですが、商店街以外の方々に一人でも多く参加して頂きたいと思います。
商業だけに限らず、飯塚の将来について忌憚ないご意見を頂きたいです。
幸い他の研究会と例会日が異なります。 他の研究会に所属していても参加できます。もちろ
んゼミ生でない方も歓迎です。宜しくお願い致します。
問い合わせ先：縄田 真照 ＴＥＬ０９４８－２２－０６８４（履物の縄田） ＦＡＸ０９４８－２２－０９７０
e-mail: m-nawata@blue.ocn.ne.jp

おめでとうございます！
「筑豊ゼミ・環境分科会成果報告書」・「Ｉ ＬＯＶＥ 遠賀川実行委員会」
遠賀川河川事務所、国土交通行政功労事務所長表彰
第２５期まで長年にわたり活動されてきました 「筑豊ゼミ・環境分科会成果報告書～18 年間
の活動の軌跡」が「遠賀川河川事務所、国土交通行政功労事務所長表彰」で「地域協働の
河川管理の推進における功労団体」として 7 月 29 日に感謝状を頂きました。
また 「 Ｉ ＬＯＶＥ 遠賀川実行委員会」も同じ感謝状を頂きました。

美しい小さな命 こどものための昆虫展
期

間：7 月 11 日(土)～8 月 30 日（日）

開催場所：織田廣喜美術館

夏休み期間中にあわせ、みやこ町の昆虫収集家、

松田勝弘さんが永年にわたり国内外で採取してきた昆虫を 120 箱の昆虫標本箱にて展示
http://www.e-kama.net/files/img517-723x1024.jpg
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筑豊の夏祭り カレンダー ２０１５
☆永谷万年願盆綱引き 於：真教寺山門前
8 月 14 日(金)

鞍手町大字永谷

午後９時～午後１１時 永谷地区が上組と下組に分かれて籐かずらで作っ

た大綱引きが盛大に行われます。

☆下臼井西盆綱引き 於：嘉麻市下臼井西地区
8 月 15 日(土) 下臼井西地区の人たちがフシカズラといワラで直径３０センチぐらいの大縄を
作り、8 月 15 日の夜に 2 手に分かれて引き合います。

☆ふる里かわら夏まつり盆踊り大会 於：香春総合運動公園
8 月 15 日(土)

(荒天の場合、8 月 16 日(日)に延期)

太鼓、三味線、盆踊りに始まり

香春音頭、炭坑節、香春盆口説きと続き、花火で締めくくられます。
役場から臨時シャトルバスが運行していますので是非ご利用ください。

☆道の駅おおとう桜街道 2015 夏祭り 於：道の駅おおとう桜街道
8 月 22 日(土) 23 日(日) の二日間

キャラクターショー、チャリティーショーなど 子どもから

大人まで楽しめるイベントが盛りだくさん。 22 日（土）には盆踊り花火大会も同時開催

☆霊験寺 夏の大祭 於：霊験寺（釘抜地蔵尊）宮若市下有木 1083-2
8 月 22 日(土) 23 日(日) の二日間 詳細不明

☆水と灯火の夕べ 於：彦山川と中元寺川の合流地点、河川敷シンボルゾーン
８月 29 日(土) やぐらを中心に各地区による盆踊り、弧を描くように露店も連なります。
灯ろう流しの後、盛大な花火大会、大輪の花火を見上げながら過ぎゆく夏を惜しむひと時

☆ザ・夏祭り 於：赤村コミュニティ広場
８月 29 日(土) (雨天時 30 日に延期) 打ち上げ花火はとても近くから打ち上がり、迫力満点！
ゆかた美人・美男コンテストや豪華景品が当たる抽選会も、赤村ならではのアットホームな夏祭り

ツナギトメルキオク・・・・・・消えゆく戦争の記憶展
展示期間：8 月 1 日（土）～9 月 6 日（日）
場

所：嘉麻市碓井平和祈念館（嘉麻市上臼井 767 場地）

チラシ表：http://www.e-kama.net/files/28a7da880878b826f819406d870c2582.pdf
チラシ裏：http://www.e-kama.net/files/e1ff0a67ed72de6b9f1bade537a8df41.pdf
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「あのころの軍艦島」写真展 with
世界記憶遺産山本作兵衛炭坑記録画にみる「筑豊の女たち」展
期

間：8 月 7 日(金)～8 月 16 日 (日)

開催場所：田川市美術館
「明治日本の産業革命遺産 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業」が世界文化遺産に登録されることを記
念して、世界文化遺産となる軍艦島の写真を展示し、田川、筑豊地域の炭坑や炭鉱住宅とは異なる様
をフォトグラファー鶴山昇氏のアーティスティックな写真を通じて当時の様子を感じていただきます。
期間中、美術館 AV ホールにて、昨年開催され大好評を得た市民参加型ミュージカル「炭坑（ヤマ）よ、
永久に！」の再演を願って DVD 視聴会を開催
http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/bijyutu/bijyututenran/2015/page_284.html?pg=1

サギ草展(50 鉢)

蓮の花展(大鉢 40 鉢)

８月末日まで 福智山ろく花公園(直方市大字永満寺 1489) にて開催中
http://www.fukuchi-sanroku-hanakouen.jp/eventjoho.html

耕して天に届く ー阿部平臣が伝えたものー
期

間：7 月 25 日（土）～9 月 23 日（祝・水）

開催場所：直方市谷尾美術館 ・新館

http://yumenity.jp/tanio/

e-fūtō 展(絵封筒展)
期

間：7 月 20 日（祝・月）～9 月 20 日（日）

開催場所：アートスペース谷尾 ミニギャラリー談話室

http://yumenity.jp/tanio/
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