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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 29 号 2016 年 1 月 10 日

１月例会は １月２０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 1 階視聴覚教室)
研修会の企画を話し合う。候補：①明治日本の産業革命遺産(大牟田・佐賀など)
②遠賀川流域

③長崎街道宿場町 などを巡る研修会

独楽研究会（4 号館 4 階 4402 教室）
１）セラミックスタイルの上で回したデータ分析
２）２０分以上回る独楽２種類と他の独楽とのデータ分析

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会
例会：１月２８日（木曜日）午後７時 〜 午後８時３０分
場所：飯塚市民交流プラザ 研修室(アイタウン 2 階)
内容：若者自身・若者周囲の環境を理解するための漫画・本をつうじての解説

古代のロマンに酔う研究会（4 号館 4 階 4401 教室）
１）「いいづか古代祭 ～卑弥呼を捜そう～」 および
２）「遠賀川 古代の王国再興会議」 について

飯塚（中心市街地）このままで委員会
１月２３日（土）１９時１５分 街なか交流・健康ひろば
第６回

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～

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)
定例会：毎週月曜日 17 時～ 場所：情報工房
1. NPO 法人住学協同機構筑豊地域づくりセンターと筑豊ゼミのファイル管理方法の検討
2. HP に設置するバナーの作成
3. 連載企画第９回の取材と掲載
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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

白神会長が所用の為、欠席されたので、長弘先生が、
１）明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 の登録に至る経過とともに、
23 の構成資産の全てについて、配布した資料に基づいて紹介
２）関連資産としての筑豊の石炭産業遺産について、配布資料に基づいて紹介
内容は、筑豊ゼミのホームページにアップしています。 http://chikuzemi.com/?p=2351
一例：筑豊炭鉱救護隊練習坑道 所在地：直方市石炭記念館

建設年：明治 45 年

炭鉱救護隊員の養成訓練、隊員の練習指導のため建
設され、大正 14 年、昭和 41 年に改築され、20 度、40
度の斜坑で坑道延長 117ｍ、坑道内に煙、蒸気を通し、
実践さながらの練習訓練が行われ、1 万人の隊員養成
し、炭鉱災害に使命を果たした。昭和 44 年九州鉱山保
安センター開設に伴い昭和 43 年閉所した。貴重な近代
遺産である。
なお、明治日本の産業革命遺産については、公式ホームページに詳細な紹介 DVD があります。
http://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/

独楽研究会

会長 笹原 泰史

１）１１月３０日に１２月１３日放映のＴＮＣテレビ「ＨＫＴ４８ごぼてん」の取材
を受ける。日本の独楽資料館内の独楽の説明とＨＫＴ４８メンバーによる独楽テニス
を行う。
２）松崎先生より１１月、大名独楽を回したデータ分析（ワックスの種類、ロウソク
の蝋を塗ったガラスで回した）の説明
３）車用ワックス（カルバナ）のデータと
ロウソクの蝋をガラスに塗ったデータを
比較の説明
４）セラミックスタイルにワックスを塗っ
て大名独楽を回してデータ測定する。
５）第３日曜日独楽資料館にてガラスにワ
ックスを塗って２０分以上回る独楽２種
類を回してデータを取る。
ＨＫＴ４８のこまテニス
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若者(不登校・ひきこもり・非行）研究会
日時 ２０１５年１２月１３日（日）午後２時より４時

会長 野田 隆喜

場所 交流プラザ 会議室

参加 ９名（ 会員３名・他会員５名・一般１名 ）
→ 西日本・朝日・毎日・読売新聞 掲載しても反応なし
内容
今堀 浩 先生（北海道・北星余市高校教諭）
＊高校卒業がないと進路の狭さについての講演
＊全国から「高校卒業」を目指して非行系含め多種多様（年齢も）な若者が進学（様々なトラ
ブルが成長を促すとの学校方針）
＊２０才を超えての「進学者」のビデヲ紹介
北星余市高校の保護者（父）より
＊我が子の進学した経緯と学校紹介
「どこにでもある父は仕事、母は子育てに必死（母子密着）からの家庭崩壊 これ以上事態
が悪化すると命のやりとりも」
以上
予 告 新年度 参加募集の案内 配布可能な会
２月２４日（水）午後２時〜４時 宮若市にて
＊北九州地区 社会教育委員研修会 野田 講演

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

「いいづか古代祭 ～卑弥呼を捜そう～」 趣意書
日時：平成 28 年 10 月 2 日(日) 10 時～16 時
開場： コスモスコモン中ホール及び広場
目的：〇学術的な学習を基盤に、地域の皆さんの豊かなイメージを膨らませ、
邪馬台国や卑弥呼への関心を喚起する。
〇地域の古代の文化を掘り起し繋げて、地域創生・活性化を図る。
〇子どもたちや市民が地域に誇りを持ち、地域への帰属意識・郷土愛の昂揚を図る。
活動内容： 〇遠賀川流域の古代、卑弥呼の時代について学習する。
〇地域の遺跡・史跡探訪

〇祭りに関するアイデアを出し合う。

〇広報活動

祭りの内容；中ホール 〇シンポジウム(地域の研究者、他地域の研究者による)
〇「私がヒミコ」選出(公募)

〇「ヒミコの歌」

〇「ヒミコダンス」

〇獅子舞・お神楽・太鼓演奏(いずれも 1～2 組を依頼
広場：〇火おこし 〇土笛作り 〇埴輪・土器つくり 等々
〇ゲーム等
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飯塚（中心市街地）このままで委員会
第５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～

出席者８名

前回のワークショップのテーマの一つ「飯塚の歴史」について、掘り下げてみる
飯塚の歴史
・嘉穂劇場内の有料見学があるが、事前に予約すれば食事も桟敷席で出来る（お弁当）。
・ＪＲとのコラボで、まち歩きをしてはどうか。
・健康プラザ利用者には、コスモスコモン駐車場が４時間無料なので、まち歩きマップを置いて
散策してもらうのはどうか。
・観光協会などのまちなか案内人達の連携がないので、勿体ない。週１回の参加費千円のまち
歩きツアーでは、１０名でイオン穂波店→潤野炭鉱→嘉穂高校→筑豊食品を巡っている。チラ
シは観光協会に置いている。
伝右衛門邸がコースに入ったツアーでも、弁当や飲食店の需要が多い。伝右衛門邸から行
けるランチマップ（商店街近辺で５、６軒、駐車場も明記）を作って誘導するべき。
飯塚の良い所を挙げるのもいいが、市外、県外より来た人からの商店街に耳に痛いことを聞く
姿勢も必要ではないか。全国に散らばっている地元出身者にふるさと納税を促して、将来はＵタ
ーンしてもらうなど。

情報発信/データデザイン研究会(pdd 研)

会長 田中 翔

<Web 班>
NPO 法人住学協同機構筑豊地域づ
くりセンターと筑豊ゼミのファイル保管
場所やファイルパスとデータベースの
あり方について会議を行い、検討しま
した。
また、NPO 法人住学協同機構筑豊
地域づくりセンターの HP に作成する
筑豊ゼミのバナーについて、背景が
黄色のため緑色で強調しつつ、筑豊
ゼミとすぐ分かるように文字のみのシン
プルなデザインを検討しました。
図 1.スイーツ連載企画第８回「セゾン」

<広報班>

連載企画の第 8 回として飯塚市東徳前にある｢セゾン｣に赴き、ケーキについての特集を Web ペ
ージに掲載しました。(図.1)
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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)

ちくネット合同企画

逸品もちより展 vol.1「収蔵品セレクト展」

日時：1 月 8 日(金)〜2 月 7 日(日) 9：30～18：30（入館は 18：00 まで）
場所：田川市美術館 （福岡県田川市新町 11 番 56 号）0947-42-6161
【料金】一般 300（200）円、高大生 100（50）円、中学生以下無料
（ ）は 20 名以上の団体料金、毎週土曜日は高校生以下無料
http://tagawa-art.jp/exhibition/20160108-01.html
筑豊地区の 3 つの美術館で構成する「筑豊美術館ネットワーク」（略してちくネット）が各々所蔵す
る個性あふれる自慢の逸品を田川市美術館に持ち寄り、“もの”、“人”、“カタチ”というテーマに
分けて紹介します。 ちくネット HP: http://chiku-net.sub.jp/

第６７回 いいづか商店街ツアー
日 時：１月２６日（火）１３時～１５時
参加費：無料

参加者募集

開催場所：飯塚商店街界隈

募集人数：１０名（申込み多数の場合は抽選）

https://www.city.iizuka.lg.jp/shoko/shoutenngai/67shoutengaituor.html
「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。今回も街なか案内人のガイドで、６店舗をご案
内します。お気軽にご参加下さい。
お申込み・お問い合わせ：飯塚商工会議所 ＴＥＬ 0948-22-1007

上野焼バレンタイン“ちょこ”期間限定販売！
2 月 1 日(月)〜14 日(日) 上野焼陶芸館
（福智町上野 2811 番地） 0947-28-5864
国指定伝統的工芸品「上野焼」のシャレの効いたバレンタインギ
フトをご用意。甘いものが苦手な人にも喜ばれるこの“ちょこ”は、
毎年完売する人気商品です。
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福岡県ライフデザインセミナー

結婚応援セミナー

2 月 7 日(日) 10 時～（2 時間程度）
会 場：嘉麻市嘉穂生涯学習センター夢サイトかほ・文化ホール
対 象：20 歳以上の独身男女（定員 30 名）
参加費：無 料
講 師：福島 貴子 講師（ウエディングプランナー）
申込み：電話・FAX にて受付（申込用紙は下記の PDF または各庁舎窓口に設置しております）
申込用紙：http://www.e-kama.net/files/5078c22b449af4e40b5a7071f94640511.pdf
申込締切：平成 28 年 2 月 1 日（月）
申込先：嘉麻市産業振興課 PR 係（嘉穂庁舎内） TEL/0948-57-3154

FAX/0948-57-4020

主 催：福岡県、嘉麻市

堀内孝雄コンサート
2 月 11 日(木) 開場 15:30

2016

開演 16:00 添田町オークホール 0947-82-2559

【料金】4,000 円 全席指定 （この事業は一部助成金で運営し、特別料金となっています。）
谷村新司らとともに“アリス”を結成。 解散後はソロ歌手として歌謡曲路線に転向、「愛しき日々」「恋唄綴り」
「影法師」など数々のヒット曲を出しています。

明けましておめでとうございます！
皆様健やかに新しい歳をお迎えのことと存じます。
今年も、筑豊ゼミをよろしくお願い致します。
福岡市東区の香椎神宮、志賀海神社そして飯塚市曩祖八幡
宮の三社参りを致しました。六十五を過ぎてから願い事はせず、
「今年も元気にお参りできました！」とお礼だけを申し上げています。
来年もお礼が言えると嬉しいですね。
第 28 期筑豊ゼミ運営委員長

菊川 清

私の居室から見た初日の出

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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