筑豊ゼミ研究会報１2 月号
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 28 号 2015 年 12 月 10 日

１２月例会は １２月１６日(水)午後 7 時～9 時
受付は視聴覚教室(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 4 階 4402 教室)
独楽研究会（4 号館 4 階 4401 教室）
１）

車用のワックスと蝋を塗ったガラスが長く回ったので詳しくデータを取る

２）

ケンの高さについてもっと詳しく調べる。

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会：講演会開催
１２月１３（日）１４時～16 時 場所：飯塚市民交流プラザ 研修室(アイタウン 2 階)
講師：今堀 浩氏(北星余市高校（北海道）教諭
演題：不登校・非行系経験者の進路の苦労について〜やっぱり高校卒業は必要です 〜
ヤンキー先生（現 文部科学副大臣）の母校である高校より 全国より集まる様々な若者たちに
向き合う先生が「今の若者」について話します

古代のロマンに酔う研究会（4 号館 1 階視聴覚教室）
飯塚（中心市街地）このままで委員会
１２月２６（土）１９時１５分～ 場所：街なか交流・健康ひろば（東町・玉置跡）
「飯塚の歴史」「飯塚の資源」この二つのテーマで掘り下げていく

ビオトープ研究会（毎週火曜日 Mac 室）
情報発信/データデザイン研究会(pdd 研)
11 月から定例会を、毎週月曜日 17 時からに変更します。場所：情報工房
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筑豊ゼミ ・ 研究会報 告
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）

色々なワックスを塗ったガラスで回したデータの分析結果報告

２）

蝋を塗ったガラスで回したデータ測定

３）

ケンの高さについて長く回る独楽はケンの高さが低い方が良いが

歳差運動した時、独楽がガラス面にどうあたるか？

２０分２０秒回る独楽のケンの高さ

１８分４０秒回る独楽のケンの高さ

若者(不登校・ひきこもり・非行）研究会
１１月２５日（水）午後７時から９時

会長 野田 隆喜

中央公民館２F

嘉飯桂の若者の環境
→ 平成２６年度 不登校数（小中）３００名超え！

（過去に４００名に迫った時期もあり）

→ 実数はその数倍！？
「せめて高校卒業を・高校卒が未来を開く基礎資格」
→ 現行の公立・私学に進学しないかぎり「高卒」は厳しい
→ 公立定時制・公立通信制はサポートがないかぎり困難、また３年間での卒業は大変
→ 私立通信制高校 飯塚市内２・川崎町１計３校ありますが費用が嵩む
「働く職場があるのか？」
→ 筑豊の有効求人率(〜６５才) は０、６４
→ 大半が「 高卒 」資格が基礎資格
→ 「探せばなんかある あまえるな！」・・・追いつめるだけ
→
＊

保護者が「せめて高校卒を」 終わり「私もでてないし 同じでいい」 が増加中
実態を把握 具体的な政策が必要
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１２月 例会

拡大例会 （一般参加大歓迎）

やっぱり「高卒」は大切です
ヤンキー先生（現 文部科学副大臣）の母校である高校より 全国より
集まる様々な若者たちに向き合う先生が「今の若者」について話します
同行の保護者の方からのお話もあります
（日時）
１２月１３日（日）午後２時から４時（受付 午後１時３０分より）
講 師 今堀 浩 教諭（北海道・北星余市高校）と保護者
（会場）

交流プラザ 会議室

資料代 ５００円

古代のロマンに酔う研究会 ～ヒミコを捜そう～

飯塚（中心市街地）このままで委員会

会長 藤江 文雄

会長 縄田 真照

～飯塚のまちについて何でも語ろう～
出席者８名
２グループに分かれてのワークショップ形式
飯塚の良いところだけを挙げて頂く
●まちの様子
整備されている、景観が良くなった、日光が射す、変化が見えて良い、新築の家のつくり
●まちの状態
飲食店が増えた、立ち止まって会話する人々、イベント時の集客増、トレーニングウェアの人々、
都会的な感じも、マンションが建つ、旧永楽町付近は期待、健康プラザ（公共施設）→人が来
る、利用者の駐車場４時間無料は良い
●住みやすさ
自然、人情、祭り
●まちにある地域資源
商店主の意識変化、緑道公園、学校、交通環境、病院、繁華街、自然環境、アーケードがあ
るのが良い、高齢者にやさしい、遠賀川流域の歴史
●まちにある歴史、文化、おいしい食べ物
宿場町、炭鉱、神社仏閣、山笠・太鼓、嘉穂劇場、元南大門のもつ鍋（柴田錬三郎氏推薦）
何でもおいしい（寿司、魚、うどん）、炭鉱クラブに料理人がいた、料亭もあり、味覚焼
永楽ぜんざいのかき氷、飯塚のとんちゃん
●まちに住む人々、来街者
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情報発信/データデザイン研究会(pdd 研)

会長 田中 翔

<Web 班>
先月作成した筑豊ゼミ 25 周年ページに関してプロトタイプのデザイン・構造を確定し、完成しまし
た。(図 1)

図 1. 筑豊ゼミ 25 周年記念ページ
<広報班>
連載企画の第 7 回として飯塚市堀池にある｢さかえ屋・本店｣に赴き、和菓子の特集をブログ形
式として Web ページに掲載しました。
また近畿大学の｢柏の森祭｣が 11 月に催されたので、取材して Web ページに掲載しました。(図
2)

図 2.柏の森祭の特集ページ
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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)

遠賀川関連イベント報告
11 月 23 日(月・祝)： 会場：直方中央公民館
第 21 回流域住民交流会＆第 3 回流域連携フォーラム in 直方
〜人の輪が織りなす遠賀川の魅力づくり〜
菅 和彦氏(元新日鐵㈱八幡製鐵所部長)の基調講演
「一枚の写真から-筑豊炭坑・遠賀川・官営八幡製鐵所-」
の一枚の写真とは、1900 年、伊藤博文・井上馨両公が視
察した際の写真です。(右は部分)
菅氏は、麻生太吉、安川敬一郎、松元健次郎、中野徳
次郎、伊藤伝衛門等、多くの炭鉱経営者の他、炭坑技師、
製鐵所技師はもちろん、玄洋社メンバー(平岡浩太郎、内田良平等)などが参列しており、この一
枚の写真から多くの物語を語ることができるし、語るべきではないか？ と語られました。
その他、イベントの様子はこちら：http://ongagawa.jp/2015/11/23/ilveongagawa.html

11 月 28 日（土） ：会場 福岡県嘉穂郡桂川町 桂川町住民センター
遠賀川 古代の王国再興会議キックオフイベント
高島忠平講演会：王塚古墳からみた古代／遠賀川に輝く弥生の神々
筑豊各地の自治体の首長をはじめ、嘉穂高校時代の郷土部の仲間など、
多数の参加者を前に、高島氏は、「ホナミの王と神々」と題する分厚い資料
を配布し、古代の王国についてじっくり語って頂きました。

12 月 6 日（日） ：会場 遠賀川水辺館
第 12 回ふくおか水もり自慢 in 遠賀川
午前中の現地見学会では、学生さんたち
の案内で、遠賀川河川敷が市民の憩いの
場になり、また環境にも優しい「緩斜堤防」や
「復元された五平太船」について、1 時間に
わたって見学会が行われました。
午後は 40 団体の分刻みの活動報告に、皆圧倒されました。夕方は水辺館の人達の手作りの
ご馳走で、交流を深めました。
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遠賀川河口域（芦屋町山鹿）で今年度初の鮭
遠賀川河川事務所プレスリリース

http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/press_files/h27_12.7_syake.pdf

１２月７日：遠賀川河口域（芦屋町山鹿）で川岸に打ち上げられている鮭（全長：約 65cm 重さ
2.8kg 性別：オス）が発見されました。

献鮭祭(けんけいさい)
12 月 13 日（日） 11:00～ 場所:鮭神社（嘉麻市田島大隈 542）
今年も、遠賀川に帰ってきた鮭が奉納されます。昨年はは遠賀川流域とその周辺で４尾のサケ
が確認され､奉納されましたが、今年はやっと 12 月 7 日に 1 尾帰ってきました。
http://www.e-kama.net/event/%E7%8C%AE%E9%AE%AD%E7%A5%AD/

長谷寺(長谷観音)年納め・年始ご開帳
12 月 17 日 10 時～ 年納めご開帳

2016 年 1 月 17 日 10 時～ 年始ご開帳

場所; 亀甲山宝池院 長谷寺 [長谷観音] 鞍手町長谷５５２ ☎0949-42-1634
国指定重要文化財 十一面観音立像のご開帳が行われます。

道の駅おおとう桜街道クリスマスコンサート
12 月２３日(水)

場所：道の駅おおとう桜街道 大任町今任原 1339

毎年恒例となったクリスマスコンサートを道の駅おおとう桜街道もみじ館で開催します。
同日は、餅つき大会も開催されます。お餅はもちろん無料。つきたてのお餅をご堪能下さい。

源じいの森温泉新春イベント ～A HAPPY 新湯 YEAR 2016～
2016 年 1 月 1 日 13 時～22 時 場所：源じいの森温泉（赤村赤 5251-3 ☎0947-62-2851）
新年の初温泉を楽しんでいただき、毎年恒例の大抽選会などイベント満載です！
源じいの森の天然温泉で一年の始まりを心ゆくまで過ごしてみてはいかがですか？
【料金】大人（中学生以上）600 円、子ども（5 歳以上）400 円
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）
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e-mail : chair@chikuzemi.com（運営委員長） sec@chikuzemi.com（事務局長）

