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7 月例会は 7 月 20 日(水)午後 7 時～9 時
[若者研究会：7 月 29 日（金） 飯塚(中心市街地)このままで委員会：８月２日(火)]
受付(事務局)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。
きん

市民遺産研究会(4401 教室)：
１．遠賀川流域の見どころ、寺社、碑など項目ごとに調べる
２．筑豊、特に遠賀川流域の観光地における公衆トイレの整備状況について

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会
７月２９日(金)午後 7 時～8 時 30 分 紙ひこうき にて
（大日寺５１２− ８ 電話 0948-43-3968 )
１．支援を必要とする若者と話す
２．若者の自立支援の現状解説

古代のロマンに酔う研究会
「飯塚古代祭～古代のロマンに酔うヒミコ捜し」（仮称:2017/8/26-27 開催予定)の
今までの経過や今後の取り組みについて、広く意見交換、構想の確立を進める。

飯塚（中心市街地）このままで委員会
８月２日(火)午後 7 時 15 分～ 街なか交流・健康ひろば（東町・玉置跡）
１．綱引大会について
２．旧伊藤邸からの商店街ランチマップ
３．飯塚を盛り上げるためのフリートーク

情報発信/データデザイン研究会（3 号館 3 階 3304-B：情報工房）：
１．Web ページ含めるコンテンツを決定し、配置などを決定する。
２．データベースなどに関して議論する。
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筑豊ゼミ・研究会報告
「学生ビジネス研究会」が生まれました。
「学生ビジネス研究会」は、近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科、長谷川直樹准教
授をアドバイザーに創設された、学生が主体となって運営される研究会です。近畿大学コミュ
ニティファームの学生を中心にして、学生ビジネスに興味のある学生の参加を募ります。
会長（学生代表）は、早瀬元信（経営ビジネス学科３年）さんです。
学生による筑豊地域を対象としたビジネス（コミュニティ・ビジネス）の実施可能性と先行的・
実験的事業実施を図ることにより、学生による地域貢献を誘導し、飯塚市の活性化に資する
ことを目的とします。
また、継続的・段階的に活動の拡充を図り、近畿大学に限らず、飯塚市内の各大学や高
校等、幅広い学生のコミュニティ・ビジネス等を企画・支援・運営する組織づくりを目標としま
す。
定例会は、毎月第一火曜日 17：00～18：30 を予定しています。
基本的に近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科長谷川（直）研究室・坂田研究室で
実施しますが、将来的には他大学および高校生、社会人等の参加を促進するために、飯塚
市市民交流プラザ (アイタウン 2F)での開催を想定します。

市民遺産研究会

会長 白神 精一

６月の例会で流域の見どころ、寺社、碑など項目ごとに調べる事や、グループで研修、見学等
の時に困るのがトイレの問題をもう少し詳しく調べる等々・・・・・
夏バテで思うように進まず、デスクワークで遠賀川河川の上流圏域について、国や県が河川と
認知している川とそれ以外の河川は市町村が管理しているのだろうか？ と、調べてみると、下記
に示したように、行政が管理している河川が上流圏域２３あり、それ以外の河川が１３か所ある。ま
だまだ調べ切らないのが多くあり、なるべく早めに調べてしまいたい。
次のページの「遠賀川上流圏域の河川」を暫時変更追加していく予定です。
遠賀川ってどんな川？
源流：福岡県嘉麻市馬見山（標高 978m）
幹川流路延長：61km

流域面積：1,026km2

直轄管理区間：133.8km ※国が直接管理する区間の長さ

流域市内町村：7 市 14 町 1 村

流域内人口：約 67 万人

北九州市（若松区・八幡西区）、直方市、飯塚市、田川市、中間市、宮若市、嘉麻市、
芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、香春町、添田町、
糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村
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「遠賀川上流圏域の河川」
●印：河川法で認められた川、 ○印：河川法で未認可の川

●遠賀川

⇒本流

○小野谷川

⇒遠賀川へ合流（嘉麻市小野谷）

●芥田川

⇒遠賀川へ合流（嘉麻市芥田）

●千手川

⇒遠賀川へ合流（嘉麻市千手）

●山田川

⇒遠賀川へ合流（嘉麻市、旧山田市全域）

○サワラデ川

⇒山田川へ合流（嘉麻市上山田：旧山田高校・嘉麻赤十字病院付近）

○清藤川

⇒山田川へ合流（嘉麻市熊ヶ畑須賀神社より北部）

○長原川

⇒山田川へ合流（嘉麻市熊ヶ畑長原地区）

○白木川

⇒山田川へ合流（嘉麻市熊ヶ畑熊ヶ畑小学校南部、熊田地区）

○猪ノ鼻川

⇒山田川へ合流（嘉麻市上山田猪ノ鼻地区）

●三緒浦川

⇒遠賀川へ合流（飯塚市下三緒付近）

●熊添川

⇒遠賀川へ合流（飯塚市菰田地区）

●穂波川

⇒遠賀川へ合流

●山口川

⇒穂波川へ合流（飯塚市山口、村杜若八幡付近から）

●馬敷川

⇒穂波川へ合流（飯塚市馬敷付近）

●大分川

⇒馬敷川へ合流（飯塚市内住付近）

●切畑川

⇒大分川へ合流（飯塚市内住、切畑ダム付近）

●泉河内川

⇒穂波川へ合流（嘉穂郡桂川町泉河内、土師付近）

●内住川

⇒穂波川へ合流（飯塚市内住、大分、高田、津原等々）

●久保白川

⇒内住川へ合流（飯塚市久保白ダム付近）

○本谷川

⇒内住川へ合流（飯塚市高田字本谷付近）

○舎利蔵川

⇒内住川へ合流（飯塚市高田字舎利蔵付近）

●明星寺川
●姿川
●碇川

⇒穂波川へ合流（飯塚市明星寺、潤野、枝国等々）
⇒明星寺川へ合流（飯塚市潤野、小正付近）
⇒穂波川へ合流（嘉穂郡桂川町吉隈～徳前）

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会

研究会長 野田 隆喜

福岡県よりの委託の自立援助ホーム（１５才から１８才までの若者で家庭にはおれない者または
施設で生活している若者を２２才まで共に生活をしながら育てる）５月１日開業、受け入れ開始。
予想をはるかに超える想定外ばかり。別便にて、状況報告します。
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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
６月１５日（水）近畿大学柏森キャンパスの視聴覚教室で会をもちました。
会員は６月末現在３名ですが、皆さんお忙しくて参加をいただけませんでした。
現在、来年の８月２６．２７日に開催予定の「飯塚古代祭～古代のロマンに酔うヒ
ミコ捜し」（仮称）に向けて各団体や個人に対して構想の説明や出演の相談を進めて
います。また、前漢鏡のエンブレム製作・設置に向けての取り組みも進めています。
それら今までの経過や今後の取り組みについて、広く意見交換、構想の確立を進めて
参ります。
今からでも本会への参加が出来ます。興味関心をお持ちの方の参加を熱望しています。

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～
２９期

第３回

2016 年 6 月 27 日（月）19 時 15 分

委員長

縄田 真照

街なか交流・健康ひろば

出席者１３名（飯塚市役所より２０代の職員３名が参加。近大の長谷川先生と学生１
名も参加して頂く）
１．

「長崎街道飯塚宿

綱引大会」について

6 月 20 日のいいづか街道まつり委員会に新企画案として提案し、採用される（企
画書別紙）。予算約 77,000 円。
１チーム８名（女性２名参加のこと）。３戦して先に２勝した方が勝ち。２戦目は
サイトを交代し、一勝一敗での３戦目はじゃんけんで勝敗を決める。
賞品は連合会お買物券

優勝２万円、準優勝１万円、参加賞４千円など。

場所は本町アフレール前で、ステージの関係で１５時半から開始。１時間程度。単
にトーナメント戦だけでなく、近大と九工大、信金と福銀、西流と東流などの東西対
抗戦をしてはどうか。
７月２８日の街道まつり委員会で、募集要項やルールの詳細を報告する。
２．

その他

・長谷川先生より、近大の後期授業を毎週水曜日に東町の街なか広場で出来ないか
との提案を頂く。会議所との調整が必要。久保ＴＭに学生向けのまち歩きをして頂く。
・近大の学生は、入学した４月に嘉穂劇場に連れて行くが、それ以降は一度も商店
街に行かない人が多い。商店街に出かける仕組みが必要。学生が街なかに来る楽しい
イベントがあればいい。今回の綱引大会もその一つ。
・学生は、おいしい物を食べるよりも、喫茶店でゆっくり出来る空間を欲している。
男子学生はゲームセンターがあればなどと言うが、女子学生が喜ぶ場所が必要。土曜
夜市で模擬店を出して学園祭のＰＲや売上げで食事等してもらったら楽しいと思う。
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・近大のオープンキャンパスがある７月２３日（土）、８月６日（土）の時に商店
街の情報誌を３００部ずつ配付してはどうか。学生課に相談が必要。

情報発信/データデザイン研究会

会長 飯田 貴之

6 月は新たに 1 名の会員が加わりました。今月の活動内容は「筑豊地域づくりセンター」の Web
ページ作成に用いる WordPress の操作や設定の方法などを 2 年生の会員と一緒に勉強しました。
2 年生にテスト用の WordPress を用意し、彼らにあらゆる Web ページのテーマや配色、レイアウトなど
をテストして良いと思うテーマを選出してもらいました。（図 1）

（図 1 様々なテーマ）
最終的に Web ページのテーマを「Coral Light」というものに決定しました。まだまだ完成には程遠い
ですが、テーマに沿ってレイアウトや配色なども議論している最中です。（図 2, 図 3）

（図 2 トップページのテストページ）

（図 3 コンテンツ内容のテストページ）
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筑豊ゼミ：http://www.chikuzemi.com/

情報交差点

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/

筑豊ゼミホームページ（http://www.chikuzemi.com/）のイベントカレンダーもご覧ください

飯

塚

山 笠

（追い山）

7 月 15 日(金) 16:45～ ：パレードスタート
場所:飯塚商工会議所～千鳥屋前～コスモスコモン： 音楽隊とバトン部のパレードで幕開
17:25～ ：出陣式・檄文披露
場所:コスモスコモン： 初めて五流約 3000 人が集結し、檄文披露
18:50～ ：一番山スタート
場所:曩祖八幡宮(のうそはちまんぐう)前： 8 分間隔で次々にスタートしていきます。
20:00～ ：再び五流が集結し、結果発表、表彰式（場所:コスモスコモン）
http://iizukayamakasa.com/index.php?u=index
お汐い取り(6 月 30 日 23:30(飯塚市役所で出発式；翌 0:00 日若神社) youtube
https://www.youtube.com/watch?v=38TfRz6DzRk

射手引神社 祇園祭
7 月 16 日(土)～18 日(月) 18：00～21：00 射手引神社駐車場（嘉麻市上山田 1539）
特設ステージでのイベント・模擬店など
http://www.e-kama.net/files/632aa53473d8925d7a41f2cf29e10745.pdf

宮移り：7 月１８日(月)午後 8 時開始予定：
暗闇の中、風に揺れる木々の枝々や竹の葉が擦れざわめく音を背景に約 2 時間半をかけ炬火、
提灯に照らされた約 130 段の石段を纏綿と舞昇ります。
http://www.e-kama.net/files/10ed3136c5f8871f5c28e9a4c6c6c204.pdf

ガイドと巡る へいちくウォーク
7 月 17 日(日)10：00～ 約 2 時間 (田川伊田駅集合)
コース

： 田川伊田駅～石炭記念公園～三井寺～田川後藤寺駅

【申込先】平成筑豊鉄道株式会社 へいちくウォーク係 TEL:0947-22-1000（9:00～17:30）
http://www.heichiku.net/sightseeing/walk/
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第 47 回宮若納涼花火大会
7 月 21 日（木） 20:00～21:00

福岡県宮若市 / 本城橋下流左岸堤防

犬鳴川河川公園を舞台に催され、ずらりと並ぶ出店が会場をにぎやかに盛り上げる。メインイベン
トの花火は、本城橋下流左岸堤防から約 3000 発が打上がり、夏空を美しく染める。
http://sp.jorudan.co.jp/hanabi/spot_87511.html

平成 28 年

いなつき祇園山笠

7 月 22 日(金)～24 日(日)：夏の風物詩である山笠が今年もいなつきの町中を走ります！！
若さ溢れる子供山・力強い大人山、東と西に分かれた４つの山笠を間近で見れる貴重な３日間
24 日(日) 午後 4：00

西流山見世

午後 4:15：本陣スタート

スポーツプラザ（旧稲高跡地）

午後 4：30 追い山スタート

http://www.e-kama.net/files/EPSON010.jpg

土曜夜市(飯塚市本町・東町商店街)18:00～21:00
7 月２３日(土)

本町：子ども夜市

子ども太鼓「楽鼓」「龍王」

東町：ちびっこ動物園
7 月 30 日(土)

本町：バンド演奏
東町：ジャンケン大将

8 月 6 日(土)

夜空の星の下でお話し会
ジャンケン王は誰の手に！

本町：鼓楽塾ライブ
東町：アーケード横断クイズ

クイズ王は誰か！

3 日間共通屋台 本町：情熱★筑豊牛食堂・キッチンカー・チヂミ・かき氷・駄菓子屋 他
東町：クラッシュゲーム・ビンゴボールゲーム・サイコロゲーム 他

夢サイトかほ
7 月 23 日（日）16：00～21：00

夢まつり

夢サイトかほ（嘉麻市大隈町 1228 番地 1）

飲食コーナー：カレー・やきそば・フライドポテト・揚げタコ・唐揚 中庭カフェ：ジュース、お茶
中庭：南京玉すだれ、どじょうすくい

ギャラリー：ミニミニ絵手紙体験、お手玉あそびなど、

その他、☆空気砲つくりや☆木工教室（材料代 500 円程度）、おはなし会など
文化ホールでは、チーム対抗歌合戦も（出場者募集しています♪）
http://www.e-kama.net/files/8a6733a1feab3b97a076a136c5c67099.pdf
http://www.e-kama.net/files/06ccbf2267f0d7cafa98a3435d7c771b.pdf
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第 70 回 いいづか商店街ツアー参加者募集
７月２６日（火）１３時～１５時

開催場所：飯塚商店街界隈

参加費：無料

募集人数：１０名（申込み多数の場合は抽選）

「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

のおがた夏祭り
7 月 31 日(日曜日)

直方リバーサイドパーク（直方市役所下 遠賀川河川敷）

午前 11 時～：第 14 回 JC まつり
午後 7 時 10 分～：直方追山笠
午後 8 時～花火大会

約 300 年前から続く伝統のまつり

約 6000 発の打ち上げ花火と約 1000m のナイアガラが直方市の夜空

に花咲かせます。打ち上げ場所と観覧席の近さがウリの一つです。
http://www.city.nogata.fukuoka.jp/tourist_index/sightseeing/kankou_natumaturi.html

第 95 回飯塚納涼花火大会
8 月 3 日（水） 20:00～21:00(予定)

飯塚市 / 遠賀川中之島

人の乗ったバイクが走るさまをかたどった創作花火や、全長約 400m のナイアガラなどの仕掛け花
火など、仕掛け花火の規模は西日本最大級。打ち上げ花火 6000 発に毎年 9 万人が訪れる。
http://www.iizuka-cci.org/tiiki/event/hanabi/hanabi.html

そえだ花火大会
8 月 6 日（土） 20:00～20:45 ごろ

添田町 / そえだサンスポーツランド

英彦山をバックに、迫力ある約 5000 発の花火が添田町の夜空を彩る。ほかにも、会場には露店
も立ち並ぶなど、夏の雰囲気を盛り上げる。
http://hanabi.walkerplus.com/detail/ar1040e00371/
発 行：NPO 法人住学協同機構筑豊地域づくりセンター 第 29 期筑豊ゼミ
責任者：第 29 期筑豊ゼミ運営委員長 菊川 清
編集者；第 29 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 29 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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