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９月例会は ９月１６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。

市民遺産研究会(4402 教室)
１）遠賀川源流からの探索小旅行の件、
２）役割分担について

独楽研究会（4401 教室）
１）ワックスのみと磨いたガラスにワックスを塗ってそれぞれの大名独楽の回る長さを比較する。
２）９月２０日の「サイエンスモール in 飯塚２０１５」について話し合う。

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会
9 月１５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(小中学）速報を解
２） 筑豊の若者の就労支援の現状解説 等

古代のロマンに酔う研究会（4 号館 1 階視聴覚教室）
9 月例会テーマ： 「ヒミコはどこにいたの？」

飯塚（中心市街地）このままで委員会
９月１８（金）１９時１５分～ 場所：街なか交流・健康ひろば（東町・玉置跡）
１）商店街の取り組みをパワーポイントで紹介
２）飯塚を良くするための提案を出して頂く

ビオトープ研究会（夏季休暇明けから、毎週火曜日 Mac 室）
引き続き、地域の子供たちが生きものと触れる体験ができるような施設や空間を自然環境
を踏まえながら皆で考えていこうと思っています。

情報発信/データデザイン研究会(pdd 研)
1) ｢季節の写真｣のアーカイブ作成
2) スライドショーの改善
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市民遺産研究会

会長 白神 精一

前回、雨で遠賀川源流に行けずに終わっていたので、今度も源流からと考え、源流探索→千
年屋→白木牧場→（昼食）つつじ庵→龍ヶ滝と考えて下見も終わっていたのですが、ことのほか
猛暑に見舞われる等の理由で涼しくなって伸びてしまいました。

独楽研究会

会長 笹原 泰史

１）青板（普通）ガラス、テンパックス（耐熱）ガラス、並ガラスにワックスを塗っ
た時ペーパーで磨いた時でそれぞれ大名独楽を回してタイム測定をしました。
２）ワックスと磨きを比較した場合はワックスを塗った方が長く回りました。
３）ガラス板で比較した場合ガラスの種類による差はあまり生じなかった。
４）「サイエンスモールｉｎ飯塚２０１５」について話し合い、サイエンスなので
花独楽、逆立ち独楽、針金の独楽、を参加者に回してもらい独楽の特性を考えて頂き
ます、又、大名独楽を展示して回す。

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

テーマ：「魏志倭人伝」を読もう
藤江文雄会長からの資料に基づいて、魏志倭人伝の勉強会をしました。参加者の母里聖徳
氏、西村隆幸氏（西日本新聞筑豊総局長）、小野正行氏（公益財団法人飯塚市教育文化
振興事業団理事長）からの筑豊地区の古代史研究に関する近況の報告がありました。
邪馬台国の所在地に関しては、様々な議論がありますが、参加者の方から、日田市、宇佐市
の古代史研究家との交流会を開催してはとの意見がありました。また各地の邪馬台国の研究報
告シンポジウムの開催などの意見もありました。
古代史の勉強会については、専門家ないし研究家の講話を聞く事とし、素人のグループでは、よ
り専門性の高い会にならないのではないかということに話がまとまりました。
11 月 28 日（土曜日）午後 1 時より桂川町において、「邪馬台国九州説」で知られる吉野ヶ里
遺跡研究の第一人者の高島忠平氏（飯塚市出身、学校法人旭学園理事長）を招いてシンポ
ジウムを開催予定です。活発な意見交換を期待しています。
4 月 16 日（土曜日）、17 日（日曜日）にはヒミコ祭りの開催を企画しています。古代史シンポジウ
ムと音楽イベント、古代の食試食会などを草案中です。
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若者(不登校・ひきこもり・非行）研究会

会長 野田 隆喜

25 日の例会は台風のため中止となりました。

飯塚（中心市街地）このままで委員会
第１回

会長 縄田 真照

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～

２０１５年８月２７日（木） １９時１５分 街なか交流・健康ひろば

出席者１３名

自己紹介の後、飯塚のまちを良くするための提案を挙げて頂いた。
・２０２０年東京オリンピックに向けてのインバウンド（海外からの観光客誘致）を飯塚で も考えるべ
き。福岡へは、市内や大宰府市、笹栗の南蔵院までは観光客が来ている。
・飯塚―嘉麻市―桂川町を巡るツアーを考えてはどうか(飯塚という枠を超えて、筑豊エリア？)。
・まちづくり会社に投資して、人材を増やせば様々な取り組みが出来る。
・コスモスコモンの委託運営費は、年間１億２千５百万。税金が投入されているのだから、もっと
連携して街に来てもらうことを考えてはどうか。 ９月２０日には、アマチュアミュージシャン達の筑豊
Ｂ１ミュージックフェスティバルを開催する。商店街で演奏してもらっても、店主達は関心がないよう
だ。
・商店街の人達は、商店街をどうしたいのか？→商店街を次世代に引き継いでいきたい。意見
が分かれて、まとまりがない。共通認識、目標がないので、意見がまとまらない。
・その他

９月８日（火）１９時～２１時 パドドゥル・コトブキ

「地域密着の顧客創造型商店街づくり」岩村田本町商店街 阿部眞一氏の講演会のご案内

ビオトープ研究会

会長 近藤友里

夏休み・・・

筑豊夏の風景
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7 月 28 日午後 6 時 飯塚市庄内

情報発信/データデザイン研究会(pdd 研)

会長 田中 翔

<Web 班>
筑豊ゼミナール HP にある天気情報の位置情報の調整及び、NPO 法人住学共同機構筑豊
地域づくりセンターの HP の細かい修正・更新作業を行いました。
またスライドショーの不具合修正のため、プログラムの作成・テスト環境にてプログラムの実装を
行いました。
<広報班>
飯塚市で開催された夏の風物詩｢花火大会｣を取材し、レポートとして掲載しました。

図 1．花火大会の記事

また、連載企画の第 4 回として飯塚市庄司にある｢みるく畑｣の取材を行い、ブログ形式にて
web ページに掲載しました。
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情報交差点

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 B-1 ミュージックフェスティバル
2015 年 9 月 20 日（日）
開場 10：30 開演 11：00～17：00 イイヅカコスモスコモン 中ホール
入場料【全席自由】 一般 1,000 円（当日 1,200 円） 高校生以下 500 円（当日 700 円）
【出演団体】 一六荘／ＡＩＨ音楽隊／音楽アート PEANUTS／かぐやのおやじ／Candy（キャンディ）／
旬管オルケスタ／ジャズフラッグ７（セブン）ノート.ジャズオーケストラ／津軽三味線吹雪会／土練バンド／
ＦＡＣＥ ＴＯ ＦＡＣＥ／ホノルルハワイアンズ／Ｒｅｄ Coats

※50 音順で掲載。出演順ではありません。

【ゲスト】 les KOMATIＳ（レ・コマティ）：ゆるぎない実力を持つジャズを根底において幅広いフィールドでパワフ
ルに活動する 3 人バンド。 vocal:Nobie（ノビー） ※飯塚市出身 flute:太田朱美 piano:片倉真由子

http://www.cosmoscommon.net/index/event/id/621

白蓮を歌う合唱フェスティバル 2015
2015 年 09 月 23 日（水・祝）
開場 14：30 開演 15：00～17：00 イイヅカコスモスコモン 大ホール 入場無料
飯塚市ゆかりの歌人、柳原白蓮の和歌を題材にして 2012 年に開催された「白蓮の和歌メロディ
創作コンクール」の受賞曲と、自由曲を合わせて演奏する合唱フェスティバルを開催します。
飯塚市の文化の魅力として白蓮の和歌に親しんでいただき、 各合唱団との交流をはかります。
http://www.cosmoscommon.net/index/event/id/649

福地山ろくはな公園

秋のイベント

場所：直方市大字永満時 1498 Tel 0949－23－4187
９月１９日～１１月末 秋のはなまつり（期間中休園なし）
９月２０日（日）、９月２１日（祝） 午前１０時～１４時 ガーデニング講座 秋の花鉢作り
９月２１日（祝） 敬老の日のプレゼント
７０歳以上のお客様の、先着２０名様に花鉢をプレゼントいたします。
http://www.fukuchi-sanroku-hanakouen.jp/
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サイエンスモール in 飯塚 2015
イイヅカコミュニティセンターにて開催！ 入場無料
http://www.iizuka-library.jp/MyPicture/event/201509/i-1509science.pdf

〇理科読 9 月 19 日（土）

①10:30～12:00

②13：30～15:00

からだのふしぎで びっくりしよう！ ～たべものの旅～
「本の読み聞かせ」 と あっとおどろく実験で、からだについて学びます！
対象：小学生

会場：３階 ３０１, ３０２, ３０３

定員①、②とも２０人(先着順)

申し込み：飯塚図書館カウンターまたは電話
主催：福岡大学地域ネットワーク推進室 企画実行：理科読実行委員会

〇講演会 9 月 19 日（土）
①講演「宇宙のふしぎ」

13：00～16：45

②講演「夜空を見上げて、星を見よう」

対象：小中学校教員、一般、中学生、高校生、大学生

③ワークショップ

会場：2 階 展示ホール

申し込み ： 当日会場にて受付

〇楽しい実験工作 9 月 20 日（日） ：10：00～、 11:30～、13：15～、14：45～
①スーパーボール 2 段ロケット
対象：小学生・中学生

②望遠鏡

③ロケットを打ち上げよう

会場：3 階 301・302・30 号室

定員：各回・各テーマ 20 人

申し込み： ちくほ図書館（☎ 0948-72-3849 ）まで
主催：(講演会・楽しい実験工作) 公益財団法人応用物理学会

〇「科学広場」 9 月 20 日（日） 10：00～16：00 （開会式：9：45～ 4 階学習室 401）
ふしぎで楽しい科学の世界へ！ 大学、高校をはじめ、企業ブースが参加します。
34 のブースで、ロボットと遊んだり、大名独楽などを回したり、地震時に建物が揺れる様子
の観察、燃料電池自動車の体験など、ふしぎで楽しい科学の 実験を体験できます。
商店街の「まちなか」で小学生や幼稚園児を対象にした「どうぶつしょうぎ」大会の開催。
対象：どなたでも参加できます（定員はありません）
会場：2～4 階の学習室、軽運動室、セミナー室、展示ホールのほか、商店街の紀伊国屋書店
野外ブース：・職員駐車場 ・玄関横スペース ・コスモスコモン広場 ほか

申し込み：不要

主催：科学広場実行委員会

科学広場出展団体:九州工業大学情報工学部(4 ブース)
ス)

同九州短期大学

同付属福岡高校

工学部/九州大学農学部
穂高校(3 ブース)

九州大学工学部

福岡県立鞍手高校

チュア無線連盟福岡県支部
文化振興事業団

東海大学付属第五高等学校

帝京大学理

北九州工業高等専門学校

福岡県立嘉

飯塚市立病院

筑豊博物研究会

筑豊地域づくりセンター(2 ブース)

福岡県商工部新産業振興課

㈱ラムロック

マルボシ酢㈱

飯塚消防署

日本光電㈱
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日本アマ

（公財）法人飯塚市教育

ＮＰＯ法人住学協同機構筑豊地域づくりセンター

飯塚市商店街連合会
九州事業所

近畿大学産業理工学部(3 ブー

飯塚市(4 ブース)
㈱中川パッケージ

第7回

あたか棚田 彼岸花まつり

9 月 20 日(日) 9 時～16 時
場所：安宅交流センター（川崎町大字安眞木 1374）周辺 小峠地区棚田彼岸花群生地周辺
イベント会場の安宅交流センターと棚田間は無料シャトルバスが運行する。地元生産農家による
模擬店、地場産棚田新米、野菜などの販売。棚田では無料湯茶接待もありホッと一息。
問い合わせ 川崎町観光協会 ☎0947-73－3838

当日:0947-72-6766(交流センター)

http://www.yukoyuko.net/guide/event/P40/S400006/EV10182731/?id=WG02106

飯塚市地方卸売市場開場 45 周年記念 市 場 祭 り
9 月 20 日(日) 9 時 30 分～１５時(雨天決行)
場所：飯塚市地方卸売市場青果市場 (飯塚市菰田西 3 丁目 6 番地 1 号 ☎ 0948-23-0494)
青果部：先着 1000 名様 オレンジ＆キウイセット プレゼント
花き部：地元生産者の花 プレゼント
9 時 30 分からバナナのたたき売り
水産物部：大鍋海鮮汁 無料サービス
12 時からマグロの解体ショウ
親子フラワーアレンジメント教室（午前 11 時～ 午後 1 時～ 各 30 組）
http://www.city.iizuka.lg.jp/ichiba/ichiba.html

平成 27 年
9 月 22 日(火・国民の休日)

山野の楽

県指定無形民俗文化財

口開祭

18 時 45 分 文化ふれあい伝承館前出発…山野第一公民館前広場まで松明行列・楽打ち
9 月 23 日(水・秋分の日)(奏楽祭)
例大祭： 10 時～ 祭典（若八幡宮）
13 時～ 水神祭

11 時～ 本座の儀（祭方…伝承館）
13 時 30 分～ 相撲場清祓祭

奏楽祭： 14 時～ 伝承館出発…山野第一公民館にて仮楽打ち
15 時 10 分～ 嘉蔵（若八幡神社宮司宅地）出発
☆本学前に嘉蔵にて稲穂をわらじにさし、身支度を整えます。

15 時 20 分～ 若八幡宮境内にて楽奉納
奉納：

16 時～ 若八幡宮境内にて子供相撲・餅まき

地元では「山野ん楽」と呼ばれる、氏子安全、五穀豊穣を願う水神様のお祭りで、寛元 2
（1244）年に宇佐八幡宮から伝えられたといわれる 770 年もの伝統を誇ります。
http://www.e-kama.net/event/%E5%B1%B1%E9%87%8E%E3%81%AE%E6%A5%BD-2/
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土師の獅子舞

土師 老松神社 秋祭り
9 月 23 日(水・祝)

毎年同日

祭り時には、土師の獅子舞（県指定無形民俗文化財）が奉納されます。獅子舞では１年間の
農作業を表しているといわれる子供の廻り打ちが演じられます。
所在地 〒820-0607 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師３１６１老松神社
問合せ先

桂川町役場 TEL 0948-65-1106

FAX 0948-65-3424

http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/e_mingei/detail.asp?id=45-1

大分八幡宮 秋の放生会

流鏑馬 と 獅子舞

9 月 26 日(土)・27 日(日)
所在地

飯塚市大分 1281

☎0948-72-0621

大分八幡宮の秋の大祭である放生会では、流鏑馬や獅子舞が奉納され、京都の石清水八
幡宮に学んだ格調高い獅子舞は享保 9 年（1724）にはじめて奉納されて以来、現在にいたるま
で守り伝えられています。県内の獅子舞の一つの源流であることから「大分の獅子舞」は県の無
形民俗文化財に指定されています。
http://www.kankou-iizuka.jp/homepage/?id=430

第 25 回 英彦山サイクルタイムトライアル大会
9 月 27 日(日)

場所：添田町体育館 添田町大字添田 1594-1

英彦山山路を舞台とした距離 15 ㎞、標高差 800ｍのヒルクライムコースタイムを競う自転車レー
スです。 主会場では、レース中継や、ご当地グルメフェア、ランニングバイクレースも行います。
http://hikosan.jimdo.com/

第６５回いいづか商店街ツアー 参加者募集！
9 月 29 日(火) 13 時～15 時
「お店は知っているけど入ったことがない」「知らない店には一人じゃ入りにくい」など、行ってみた
い店はあるけど、きっかけがなくてそのままになっていませんか？
商店街ツアーに参加すればみんなで行くので、気兼ねなくお店を見て回れます。
ガイドが５店舗をご案内して、最後の飲食店でお茶とお菓子で歓談します。
楽しいツアーに是非ご参加下さい！
募集人数 １０名（定員を超えた場合、抽選にて決定） 参加費 無料
お申込み・お問い合わせ 飯塚商工会議所 商工観光課 TEL 0948-22-1007 FAX 0948-22-0007
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田川で国際シンポジウム

市民にも参加呼びかけ

Joint International Symposium on
”Regional Revitalization and Innovation for Social Contribution” and
“e-ASIA Functional Materials and Biomass Utilization 2015”
９月３０日(水)

バンケット １９：００～

会場：近畿大学産業理工学部カフェテリア(飯塚市柏の森)
１０月１日(木) 受付：９:００～ 記念講演：９:４５～ 基調講演・口頭発表：１３:００～
会場：福岡県立大学付属研究所(田川市大字伊田４３９５)
主催：地域振興学会
共催：田川市,熊本大学,近畿大学,福岡県立大学,(一般財団法人)M&A(マルボシ酢・アスキー)食品技術研究所

本国際会議は「科学技術に基づいた”ものづくり”を地域の中にどのように溶け込ませていくか」
をテーマに、アジア 7 カ国 26 の大学と 5 の企業研究機関及び行政機関から 10 カ国の研究者
を迎え、技術・研究発表会ならびに記念講演、基調講演が行われます。
研究発表等は原則として英語ですが、記念講演は広く市民に公開され、日本語で行われます
ので、多数ご参加ください。

記念講演；
森山沾一氏（福岡県立大学顧問、前副学長）日本初のユネスコ世界記憶遺産、山本作兵
衛コレクションの地域資源、観光資源としての活用と教育について記念講演されます。

秋野公造氏（参議院議員、長崎大学客員教授、横浜薬科大学客員教授）地域医療にお
ける予防医療のあり方について、記念講演ならびに一般セッションにて研究発表されます。

井田民男氏（近畿大学教授）は、バイオマスを利用したバイオコークス研究を通してエネルギー
問題と環境問題について最新の研究動向と今後の展望について記念講演が行われます。

基調講演；
Auresenia Joseph 氏（フィリピン国デラサール大学教授）複合技術を用いたバイオマス利用
の分野で著名であり、同教授による基調講演の他、行政からの研究発表も予定されています。

柴田康氏（歯科医師、医療法人 康和会 会長） 広域に渡り地域医療を支え、歯科医師
による口腔内から見た誤嚥性肺炎性予防についての基調講演が行われます。
詳細は→

http://jisri.jp/

http://jisri.jp/?lang=en

柳原白蓮生誕１３０周年記念特別展
10 月 1 日(木)～11 月 3 日(火)

別府伊藤別邸ゆかりの着物と文物

http://www.kankou-iizuka.jp/events/143

柳原白蓮生誕１３０周年を記念して東京など、各地域で記念イベントが開催されます。
柳原白蓮が１０年間過ごした旧伊藤伝右衛門邸においても併せて企画展を開催いたします。
会場：旧伊藤伝右衛門邸 福岡県飯塚市幸袋 300 番地
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中山不動尊(身代わり不動尊) 秋季大祭
10 月 11 日(日)

毎年１０月第 2 日曜日

所在地：鞍手郡鞍手町大字中山 1441

お問い合わせ

国指定重要文化財 木造不動明王及二童子像の御開帳

0949-42-6735（中山不動尊）
境内では護摩焚が行われる。

明治３６年高村光雲が、「長谷観音」と共に高く評価し、翌年２月国宝＊）に指定される。
＊）1950 年の文化財保護法施行以前の旧制度下では、現在の「重要文化財」に相当するものがすべて「国
宝」と称されていた。文化財保護法第 27 条：重要文化財のうち「世界文化の見地から価値の高いもので、た
ぐいない国民の宝たるもの」を国宝に指定することができる。法的には国宝も重要文化財の一種です。

かわさき 月夜のお能会 「橋弁慶」
日時 10 月 11 日（日）16：00 開場 17：00 開演 会場 川崎町民会館 川崎町田原 804
若手能楽師 武田文志、武田宗典ほか多数による 能「橋弁慶」とワークショップ！
日本の伝統文化である能をもっと身近に感じてもらえるよう、お話、発声・所作体験、装束着付け
実演のワークショップ、舞囃子、狂言、仕舞そして能「橋弁慶」と、内容盛り沢山！
●指定席 5,500 円(6,000 円) 自由席 4,000 円(4,500 円) 学生 2,000 円(2,500 円)
チケット料金に 川崎町で作られた特製弁当、饅頭も含まれています。（）内当日料金
http://tagawa-net.jp/s/event/kawasaki_onou/

0947-72-3000(川崎町役場)

長崎の教会群とその魅力 ～世界遺産を目指して～
パネル展示：10 月 14 日（水）13：00～19：00

10 月 15 日（木）10：00～17：00

講 演 会 ：10 月 15 日（木）14：00～15：30

イイヅカコスモスコモン展示ホール

入場無料

講師：川上秀人（元近畿大学教授・工学博士）
長崎県を中止とした地域には約 150 棟の教会があり、その美しさは私たちを惹きつけます。
その魅力はいったいどこにあるのでしょうか？
さぁ時の流れを感じながら一緒に巡礼の旅に出かけることにしましょう。

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）
10

