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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 30 号 2016 年 2 月 10 日

２月例会は ２月１７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 4401 教室）
１）長崎街道長崎県の宿場町探索資料の勉強
２）来年度の企画：遠賀川源流から河口まで、具体的な活動計画

独楽研究会 (4 号館 1 階視聴覚教室)
１）

セラミックタイルに色々なワックスを塗ってデータを取る。

２）

年間のまとめについて。

３）

１月 31 日二瀬公民館にて二瀬子供会に独楽作り、独楽回し指導。

４）

2 月 20 日飯塚商店街の初めてのお使いイベントに独楽回し教室を行う。

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会
例会：２月２５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： １年間のまとめと次年度について

古代のロマンに酔う研究会（4 号館 4 階 4402 教室）
１）「いいづか古代祭 ～卑弥呼を捜そう～」 の趣意書について検討
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
２月９日（火）１９時１５分 街なか交流・健康ひろ
～飯塚のまちについて何でも語ろう～

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 法人住学協同筑豊地域づくりセンターに設置する筑豊ゼミのバナー貼り

2.

連載企画第 10 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

1）研修会：26 期まで、福岡県内の長崎街道、いわゆる筑前六宿についての活動から 27 期佐
賀県内の長崎街道について研修を行ったのに引き続き、28 期は長崎県内の宿場をたずねること
とした。日程（予定）3 月 6 日
2）29 期の活動について：遠賀川の源流から河口まで、堰堤を歩いて下りながら、遠賀川の特徴
を実感する活動をしてはどうか？遠賀川の植生や野鳥などについては、国道交通省遠賀川河
川事務所などから既に多くの報告が有るので、その報告等を参考にする。

独楽研究会

会長 笹原 泰史

１）カルバナワックス（車用）をセラミックタイルとガラス板に塗ってそれぞれ独楽を回したタイムを測定
した結果、セラミックタイルはガラスより７割しか回りませんでした。
２）２０分回る独楽３種類をガラスにカルバナワックスを塗って回して比較すると、今までの独楽は２
００回転で倒れていましたが良く回る独楽は２００回転以下になってからも１５０回転近くになるまで、
さらに４分近く回り続けました。
３）今までのデータでは初期回転数が高い方が回転時間は長くなっていましたが、２０分まわる独
楽では初期回転数が高くても長く回り続けないデータが出ました。これについては、動画を確認し
て、回し方によって独楽の回転状況が異なっていないか確認して、原因を検討することにしまし
た。

若者(不登校・ひきこもり・非行）研究会

会長 野田 隆喜

日 時 平成２８年 １月 28 日 (金) 午後７時〜９時
場 所 一般社団法人 ちくほうのみらい研究所
参加者 ９名（会員３名・地域での青少年に関心ある方６名）
内 容：１）漫画を教材に解説（中学卒業者の物語）
２）最近の新聞記事より読み取れる若者の環境解説
1）・ 2） を題材に質疑
→「本人の問題」 「親が悪い 」とどうしても思う・考える
→「関わる者が苦労する覚悟」が肝要
→ 直接の支援でなく 支援者を支援も必要
などなど
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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

1 月例会 寒波襲来 欠席多く 出席 3 名でしたが、「いいづか古代祭～ヒミコを捜そう～」 実
施趣意書(案)について話しあった。
１） 「いいづか古代祭～ヒミコを捜そう～」
開催日：平成２８年１０月２日（日）（日程については流動的）
開催場所：イイヅカコスモスコモン中ホール、野外広場
主催団体：「いいづか古代祭～ヒミコを捜そう～」実行委員会・飯塚市教育文化振興事業団
NPO 法人住学協同機構筑豊地域づくりセンター
主

管：いいづか古代祭～ヒミコを捜そう～実行委員会

事業内容：中ホール及び広場
中ホール：①シンポジュウム ②「私がヒミコ・トヨ」選出 ③獅子舞・お神楽・太鼓演奏など
④朗読・大きな書 ⑤「ヒミコの歌」曲は松宮氏に依頼 詩は公募⑥「ヒミコダンス」（公募）
広 場：◎体験活動 ：火おこし、土笛・埴輪・土器・勾玉・管玉・弓矢づくりなど
◎ゲーム：魚釣り、射的、弓など
鏡焼き菓子、せんべい、 など

◎食べ物販売：ヒミコ弁当、古代食、ヒミコ饅頭、前漢
◎フリーマーケット(各種・公募)

街 頭 ：◎ヒミコパレード；（本町・東町通りを）
２）古代史フエスティバル in 飯塚 「立岩の王と遠賀川の神々」 の支援
日時：平成 28 年 4 月 16 日（土）、17 日（日） 11 時～17 時
場所：イイヅカコスモスコモン
イベント：古代史シンポジウム、遠賀川流域古墳探訪ツアー、その他文化・芸術、グルメ等

飯塚（中心市街地）このままで委員会
第６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４名
・飯塚市商工観光課の若い職員の人に研修として、この委員会に参加してもらってはどうか。課
長に依頼するなど。飯塚市は筑ゼミの団体会員（年会費１万円）に入っている。
・最近は、高齢化した農家の仕事を障害者が手伝う「農福連携」の取り組みがある。農業者や
JA 等の農業側と社会福祉法人や NPO 法人等の福祉側が連携をすることで、農業分野で障害
者等の働く場所づくり、あるいは居場所づくりを実現しようとする取組みのこと。他には、引きこもりや
ニートの人達が働ける職場がないだろうか。
・まちなかイルミネーション大作戦の人達にも研究会に参加してもらえないだろうか。
次回の研究会は、２月９日（火）１９時１５分 街なか交流・健康ひろば
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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>
依頼されていた NPO 法人住学協同機構筑豊地域づくりセンターのホームページに張るための
筑豊ゼミのバナー画像を製作した。
また、サイトを閲覧する人を集めるためにどのようにしたら良いか、SEO(検索エンジン最適化：Search
Engine Optimization)対策について考察した。
SEO：特定の検索エンジンを対象として検索結果でより上位に現れるように Web ページを書き換える
こと。
<広報班>
連載企画の第 9 回として飯塚市本町にある「香月屋」に赴き、天然酵母を使用した饅頭につい
ての特集を Web ページにブログ形式として掲載しました。(図.1)

図 1.スイーツ連載企画第 9 回「香月屋」

遠賀川 名前の由来 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/learning/history/history.html
遠賀川と呼ばれるようになったのは、石炭の輸送が盛んになった明治 20 年代後半ではないかと考えられ
ています。それ以前の古い記録には、「直方川」とはあっても、「遠賀川」との記述は見られません。明治 20
年の地図には、「嘉麻川」と表示されています。それが遠賀川と呼ばれるようになったのは、下流にある「遠
賀郡」からとられたのではないかと思われます。現在の河口一帯は、「古事記」の時代には「岡」と呼ば
れ、これを「遠賀」と改め、「オンガ」と読まれるようになったようです。
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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)

第 16 回いいづか雛のまつり
日時：2 月 6 日(土)〜3 月 28 日(月) ＊開催日程はそれぞれ異なりますので、
詳細は飯塚市観光協会及び商店街各所に置いているパンフレット、あるいは次の
サイトをご覧下さい。http://portal.kankou-iizuka.jp/homepage/?id=580
会場：旧伊藤伝右衛門邸、麻生大浦荘、嘉穂劇場、千鳥屋本家、旧松喜醤油
屋、飯塚市中心商店街、天道商店街、庄内ハーモニー、内野宿など。
会場マップ：http://portal.kankou-iizuka.jp/homepage/sub.asp?id=580&no=4

2016 年旧伊藤伝右衛門邸の座敷雛「雛が見た日本の祭り」

平成 28 年度 桜の植樹に参加しませんか！
2 月 14 日(日) 9 時～ 悪天候の場合は 2 月 21 日（日）に延期
場所：白馬山の麓（白馬霊園の横） 山田市民球場の後方
桜の種類：黄桜（30 本）、大島桜（10 本）・・・事前に重機で穴を掘ります。
準備するもの：作業ができる服装、長靴、軍手、ケンスコップ（有ればご持参ください）
※昼食はおにぎり、豚汁、お茶が準備されます。
主催 ＮＰＯ法人 水土里農えにし
協力 嘉麻市
問合せ先 理事長 溝口義智 （電話）0948-53-0593 （携帯）080-5248-3428
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嘉麻市（山田）梅林公園 観梅期間
観梅期間：2 月 14 日（日）～3 月 13 日（日）
梅林公園では、昨年より続けていた整備工事が完了いたしました。観梅期間中
は、大法白馬山観光協会による売店が開設されます。
詳しい開花情報などは売店の臨時電話へ
電話番号：0948-53-0316（期間のみ設置）、問合せ時間：9：00～16：00
梅林公園の梅の木の種類〈平成 26 年 12 月 12 日調査〉
1. 鹿児島紅梅
5. 信濃小梅
2. 豊後梅（梅干し漬けで一番多い）
6. 信濃大梅
3. 南高梅
7. 鴬宿梅
4. 林州梅（奈良県固有の梅の品種）

飯塚商店街 第３２回 百縁市
2 月 15 日(月) 10 時スタート 場 所 飯塚中心商店街の参加店
参加店約８０店舗の店頭に１００円商品や格安商品がずらりと並びます。人気商
品は午前中になくなりますので、お早目にお越し下さい。
１３時からは１００円玉で参加できる抽選会があります。最低でも１００円チケットが
当たり、千円や二千円の商品券が当たります。詳しくはチラシをご覧下さい。

一店逸品合同展示会
2 月 19 日(月) 10 時～15 時 場所 街なか交流・健康ひろば（東町玉置跡）
商店街やその周辺の参加店が、商品を一つに絞ってお客様にアピールする一店
逸品。第５回となるスタートを記念して、参加店の逸品を一同に集めた展示会を行
います。販売はしませんが、試食や試供品もあり。
ガラポン抽選会に参加して、お食事券や商品券を当てて下さい。空くじなし。

飯まちファミリースタンプラリー
日 時：2 月 20 日（土） 場 所 飯塚商店街界隈
２コースのスタンプラリーに親子又はご家族で参加して、プレゼントをもらおう！
同時開催：
「はじめてのおつかい」、「キッズパーク」、「おもちゃ館」、「コマ教室」など
お問い合わせは飯塚商工会議所 ＴＥＬ0948-22-1007
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麻生大浦荘 春の特別公開
日 時：2 月 20 日（土）～3 月 3 日(木) 10 時～17 時（入場は 16：30 まで）
いいづか雛のまつり期間に特別公開されます。春と秋に特別公開される麻生家の別邸「大浦
荘」で雛まつりのお祝いをします。
http://www.kankou-iizuka.jp/events/157

逸品お店回りツアー
日 時 ２月２７日（土）１１時～１４時 場 所 飯塚商店街界隈 参加費 千円
募集人数 Ａコース８名、Ｂコース８名（どの店に行くかは当日お知らせします）
一店逸品の参加店をガイドがご案内して、７店舗を回ります。最後の飲食店で
参加費以上のメニューを堪能するツアーです。
お申込み・お問い合わせ：飯塚市商店街連合会 ＴＥＬ0948-29-2110

ふる里かわら梅まつり
3 月 6 日(日) 場所：神宮院・高座石寺一帯
駐車場：香春町役場を使用ください。役場からシャトルバス運行
梅の名所の神宮院・高座石寺一帯で、撮影大会、民踊・茶会など盛りだくさん
の催しがあり、毎年盛大に行なわれています。
http://tagawa-net.jp/s/event/%E3%81%B5%E3%82%8B%E9%87%8C%E3%81%8B%E3%82%8F%E
3%82%89%E6%A2%85%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A-3/

地球温暖化 紛争・難民の大きな要因に http://www.asahi.com/shimbun/aan/column/20151017.html
明日香・東北大学教授の AJW フォーラムでの「シリア難民問題の大きな要因の一つとして地球温暖化
がある。同国では、温暖化の影響で２００６年から１０年にかけて史上最悪と言われる干ばつが発生、農業
生産量が激減、すでにイラク難民であふれていた国境沿いの都市に１５０万人以上のシリアの農民が流
入した。（抜粋）」を読んで、数年前に読んだ「地球温暖化戦争」G. Dyer(著), 平賀秀明(翻訳)にある
「平均気温が 2.6℃上がると核戦争が起こる！という驚愕の危機シナリオ」を思い出しました。（菊川）
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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