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9 月例会は 9 月 21 日(水)午後 7 時～9 時
[若者研究会：9 月日()

飯塚(中心市街地)このままで委員会：9 月 20 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 4 号館 4 階（4401）
１．遠賀川源流から嘉麻市内支流を含めた上流域を歩くコースについて
２．遠賀川流域散策ルート検討

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会 9 月 22 日(木・祝)午後 7 時～
会場 紙ひこうき（大日寺５１２− ８ 電話 0948-43-3968 )
メール botayama1957820@ozzio.jp 資料代 ５００円 ＊できれば事前に参加連絡を

古代のロマンに酔う研究会 4 号館 4 階（4401）
いいづか古代祭りについて、①コスモスコモン関係の内容の報告 ②前漢鏡のモニュメント
の部 ③学校関係の部 ④ 実行委員会の部 ⑤協力団体の部 等の報告
詳細は、研究会報告の欄(2 ページ)をご覧下さい。

飯塚（中心市街地）このままで委員会
9 月２０日（火）１９時１５分～

街なか交流・健康ひろば

１．街道まつり綱引大会について

２．近大ビジネス学科街なか講義について

３．伝右衛門邸からのランチマップ

４．その他フリートーク

勝手に提案研究会 ～住み続けたい・住んでみたいまち～4 号館１階（視聴覚教室）
・「建築・デザイン学科の先生方による研究室紹介」が始まります。(全６回予定)
第１回目 井原教授[建築計画・設計研究室]：テーマ：建築のリモデリング

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．筑豊地域づくりセンターのサーバをメインサーバへ移行
２．データの収集・整理
学生ビジネス研究会
コミュニティファームの活動に合わせて、研究会開催を調整する。
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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

延び延びになっていた遠賀川源流歩くイベントを 9 月中に行うことを決定した。
流域の寺社仏閣や、古代遺跡などの観光地について、手洗いを含めた観光施設について、個
人的に回れる範囲で、写真を撮ることを含めて、調査してはとの意見も出された。
遠賀川の基本的な情報については、遠賀川河川事務所の力を借りて、調べていく。

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会
日時
参加者
内 容

８月２５日（木）

場所

研究会長 野田 隆喜

紙ひこうき 相談室

５名（会員３名・他２名）
受け入れ始めた 自立援助ホームからの報告
＊ ３名の若者との共同生活の中からの驚きと感想
→ 生活習慣には個人差はあるが共同生活ができにくいレベル
（誰かがする 次に使う者が後処理をすればよい）
＊施設での生徒同士の厳しい縦関係とその中で生き抜く術
→ 人を観る力の習得が早すぎる（素直で生き抜けない？）
＊関係職員の疲弊

古代のロマンに酔う研究会

研究会長 藤江 文雄

いいづか古代祭りの開催日は、会場の都合で平成２９年９月１０日（日）に変更になりました。
おおかたの原案ができましたので、これから皆さん方のご意見を受けながら、細部について具体
案を確定していく段階になりました。会員以外の方でも参加できます。どうぞおいでください。
8 月例会は開催できませんでしたので、9 月例会の予定を以下に示します。
「飯塚古代祭り」の原案について
①コスモスコモン関係の内容の報告
ⅰ、講演の部 ⅱ、ステージの部 ⅲ、体験活動の部
②前漢鏡のモニュメントの部 ⅰ、デザインの部
③学校関係の部

ⅰ、副読本の部

ⅳ、バザーの部

ⅱ、立地場所の部

ⅲ、歴史資料館の部

④ 実行委員会の部
⑤協力団体の部
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ⅲ、経費の部

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～
委員長
８月２２日（月）

縄田 真照

１９時１５分 街なか交流・健康ひろば

出席者６名

１．

「いいづか街道まつり 綱引大会」について

現在、信金、福銀、西流本町、東流東町東、近大、九工大に参加を打診中。上限は８チー
ムまで。本町通りでは警察の使用許可が降りそうにないので、本町福銀ＡＴＭ駐車場で行う予定。
全員ヘルメット着用（こちらで用意）。審判用の紅白幕が必要ではないか。

２．先日の長谷川先生の講演について、その他フリートーク
・学生に商店街に来てもらうのではなく、空き店舗などを下宿先として提供出来ないか。元野木
書店の２階が空いているので、学生に使ってもらえないだろうか。個店がリノベーションするのは、
費用面からも難しいので、大学側が使用する方向が現実的。「街なかで学ぶ」
２階に学生向けの古本の専門書を置いたらどうか。先生お勧めの本。個店で学生のアルバイ
トを常時雇うのは難しいので、連合会で雇って、忙しい店舗を紹介出来ないか→派遣法に引っ
かかるのでは？ 何か手段がないか。他の店舗の２階を居酒屋や学習塾で使えないか。
・９月から街なか広場で行う近大の講義を一般の人にも自由に見学してほしい。ガラス窓に告
知のポスターを貼らせてほしい。将来は近大のサテライトキャンパスとして、商店街の中で出来れ
ばいい。
・商店街で催し物がある時は人出が多いが、普段が多くならない。会議所の歩行者通行量調
査でも数字で表れている。今回は、再開発事業と公設市場が今までの場所になかったので、人
通りが少なくなったようだ。
・商店街に歩行者のための案内板が少ない。どうしたら楽しく歩けるかを学生に考えてもらう。学
生手作りの案内板で、定期的に更新す
・近大の建築学科はイスを実習で作るので、商店街の中でコンテストをしたらどうか。

３．

伝右衛門邸からのランチマップ

商店街周辺の飲食店６店舗を掲載したラフ案を見てもらう。→方位が分からない。信号名や
角の店を表示。飲食店の画像に最寄りの駐車場の案内文「○○駐車場から徒歩２分」など。
一方通行の表示。次回に修正したものを見て頂く。
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～住み続けたい・住んでみたいまち～勝手に提案研究会
会 長

六谷 拓也

今月から「建築・デザイン学科の先生方による研究室紹介」を開始します。大学でどのような研
究をされているのかなどを毎月お一人ずつ、全六回で、お話していただく予定です。
第 1 回 H28.09.21(水) 井原教授[建築計画･設計研究室]：建築のリモデリング
第 2 回 H28.10.19(水) 津田教授[建築構造研究室]：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造構造部材の弾塑性挙動
第 3 回 H28.11.16(水) 益田准教授[住宅計画研究室]： 筑豊の住宅事情
また、10/13（木）18：00 から全 5 回で筑豊ゼミと建築士会との共催で「熊本地震被害から学ぶ
こと」と題して木構造についての被害報告と木構造を中心とした耐震設計についての講演及び
講習会を立岩公民館にて行う予定です。
この講習会は建築士会会員以外の方も参加いただけます。
詳細は、10 月号、および、別紙チラシでお知らせします。

情報/データデザイン研究会

会長 飯田 貴之

8 月は主に筑豊地域づくりセンターのウェブサイトのデザイン・機能のブラッシュア
ップを行い，完成度を高めた．しかし，現在までにアップロードしてきた記事の追加は
行っていない．（図 1）
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制作中のウェブサイトは，テストサーバにてデザインの変更・機能の追加作業を
行ってきたが，現在はテストサーバからメインサーバへの移行作業を進めている段
階である．また，現在までに筑豊地域づくりセンターにアップロードされたデータの抽
出作業の方針を議論している段階であり，今後は，データの抽出作業を行い，ウェ
ブサイトに投稿を行う予定である．

学生ビジネス研究会

会長 早瀬 元信

８月２９日 17：00～ 都市マネジメント研究室
出席者：早瀬元信、伊奈岡将志、安藤旭信、河内智典
議題：夜市の出店に関する反省会
出展物名：アイスコーヒー、アイスカフェオレ
販売単価：コーヒー、 ２５０円

カフェオレ、３００円

■反省点
‣実施人数が少ない。
準備が少し遅かった。
他の店が安く売っていたのを把握できていなかった。
客引きが甘かった。
‣知ってもらうことを第一の目的にしていたのに、売ることが中心になっていた。
氷で冷やしたが途中で味が薄くなって、味に安定感がなかった。
子供連れが多く買いにくいこと。
コーヒーを売っていただけだったこと
●改善点
良心的な値段かどうか知ってもらう必要があった。
時間を逆算し、準備を早くする。
他の店がどのような値段でどのように客引きをしているかを把握できるようにする。
試飲などをさせて PR 方法を増やす。
誰に売りたいかを決めること。
値段を下げること。
近大のことを知ってもらえるようにする。
以上。
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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

TAGATAN CLUB 結成３周年記念チャリティー企画

現代国際巨匠絵画展
「愛と思いやりのまち・筑豊」～飲酒運転 0（ゼロ）と熊本地震復興を願って～
9 月 10 日(土)～12 日(月) AM10:00～PM6:00
入場無料
場所：田川文化センター１階展示ホール
ピカソ・シャガールから東山魁夷、平山郁夫まで、物故巨匠作家の版画作品と、現代画家の
油彩・水彩・パステル・日本画・版画、ダウン症の書家金澤翔子さんの肉筆の作品など、国内
外の画家約５０名１２０余点を展示、販売いたします。期間中は「社会へ参与する画家」として高
く評価されているオーストリアのミヒャエル・クーデンホーフ＝カレルギー氏のサイン会も行います。
※ 会場内にて、たがたんクラブをはじめ、地域活動や福祉活動している団体などのブース販売
や PR コーナーも設けます。筑豊地域の様々な活動にも是非触れてみてください。
http://tagawa-net.jp/s/event/gendaikokusaikyoshokaiga/
http://tagawa-net.jp/s/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/gendaikokusaikyoshokaiga-433x600.png

直方市石炭記念館夏の企画展
日 時：７月２６日～９月２５日（月）

「貝島太助と貝島炭鉱」

9:00～17:00

場所：直方市石炭記念館 〒822-0016 直方市大字直方 692-4

Tel：0949-45-2243

一般／100 円（60 円）、大高生／50 円（30 円）、中学生以下無料（ ）は 20 名以上の団体
私財を投じて私学を設立、教育にも力を注いだ貝島太助の人物像と貝島炭鉱の歴史を、直
方市石炭記念館所蔵の写真と資料で紹介する企画展です。
http://yumenity.jp/sekitan/top2.html

たのしいげいじゅつ。展
日 時：８月３０日～９月１９日（月・祝）

9:30～18:30

場所：田川市美術館 〒825-0016 田川市新町 11-56

Tel：0947-42-6161

一般 300(200)円／高大生 200(100)円／小中生 100(50)円（ ）内２０名以上の団体

筑豊の若手作家による現代美術
筑豊を拠点に、様々な分野で活動する個性的な若手作家たち。素材や画材を独自の感覚
で扱い、自由な発想で表現する彼らの「たのしいげいじゅつ」を、一堂にご紹介します。
http://tagawa-art.jp/exhibition/img/event_20160830-01.jpg
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昭和ノスタルジアコンサート
日 時：９月１８日（日）

開場：18:30

開演：１9：00

開催場所：赤村健康増進センター 前売り：２０００円 当日：２５００円
ニッポンが輝いていたあの頃、誰もが口ずさんだあの歌・・、北海道歌旅座(ほっかいどううたたび
ざ)による昭和ヒットパレードが赤村にやってくる。昭和の流行歌を歌いましょう、踊りましょう。
http://tagawa-net.jp/s/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/nosutarujia-concert-420x600.jpg

第８回 英彦山川ペーロン大会
日 時：９月１８日（日）

9:00 ～ 12:00

会場：田川市糒 英彦山川高柳橋周辺

主催；英彦山川ペーロン大会実行委員会 TEL 090-8666-3600（棟形）
大型ゴムボートで短距離レースを楽しみ遊ぶことで、川に親しみ広く河川愛護、河川環境向上を
目指しています。

小竹ひがん花まつり２０１６
日 時：９月１８日（日）

場所：小竹町役場前遠賀川河川敷

主催：NPO 法人｢小竹に住みたい｣まちづうりの会 TEL 0946-2-1214(まちづくり政策課)
河川敷のクリーンキャンペーンをはじめ、カヌー体験や雑貨市など遠賀川河川公園開園を記念
して行う、今年で４回目となるひがん花まつりは、内容盛りだくさんです。

竹笛コンサート
日 時：９月２２日（木）

開場：13:00

開催場所：源じいの森温泉本館ホール

開演：13：30
料金：1000 円

尺八や篠笛など、和楽器が奏でる現代音楽「竹笛コンサート」を、源じいの森温泉本館ホール
にて開催します。演奏会終了後には、竹笛の体験コーナーも設けます。
どなたでも気軽にご参加ください。
http://tagawa-net.jp/s/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/takebue-424x600.png

ヤマへの郷愁 片岡覺+コレクションコラボ展
9:30～18:30

日 時：９月２１日（水）～１０月１０日（月・祝）

場所：田川市美術館 〒825-0016 福岡県田川市新町 11-56

Tel ：0947-42-6161

http://tagawa-art.jp/exhibition/img/event_20160921-01.jpg
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高島忠平さんと歩く
～遠賀川流域の伝承地と古代遺跡の謎めぐり～
ゲストに高島忠平氏を招いて、嘉穂地域（飯塚・嘉麻・桂川）に残る伝承地や
古代遺跡などを散策します。
第一弾は、９月１０日（土） 弥生時代の遺跡やその周辺に残る伝承地などをめぐ
りながら遠賀川流域の古代史の謎に迫ります。
http://www.e-kama.net/files/648d1245d4fd72c4d196ad5468a6e833.jpg
残念ながら、申込期間（9 月 1 日（木）～9 日（金）が過ぎました。

第二弾は、９月２４日（土） ９時半道の駅うすい集合！10:00～16:00、古墳と古
代山城などをめぐりながら遠賀川流域の古代史の謎に迫ります！
募集人数：20 名（最小催行人数：12 名）
※最小催行人数を満たない場合には中止となる場合があります。予めご了承ください。
旅行代金：4,980 円（税込み）
※旅行代金に含まれるもの：交通費・昼食代・施設入館料・保険料・消費税等
申込方法：別紙の申込書（下記 PDF）に必要事項をご記入の上、下記申込先へ持参するか
FAX にてお申し込みください。
http://www.e-kama.net/files/286f782c338512c486d3b62148f11d391.pdf
申込期間：9 月 1 日（木）～23 日（金）
コース詳細は下記参照
http://www.e-kama.net/files/c8e15fccca77d5a8542b4e13f4c7e664.jpg

第７１回 いいづか商店街ツアー参加者募集
日 時：９月２７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
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はじめてのおつかい
日 時 １０月 １日（土）１３時～
場 所 飯塚商店街界隈
幼児～小学３年生までの二人一組で、参加費５００円で千円分のお買物を商店街のお店でし
て頂きます。途中でお地蔵さんにお賽銭をあげたり、スタンプを押したりして、地図を見ながらのお
かいものです。可愛いお子様を商店街で買物デビューさせてみませんか？
同時開催：おもちゃ館、コマ教室など
お問い合わせ・お申込みは飯塚商工会議所 ＴＥＬ0948-22-1007

子育て広場オープニングイベント
日 時 １０月 ２日（日）９時３０分～
場 所 飯塚商店街界隈
‣自衛隊飯塚駐屯地５０周年記念パレード
‣駐屯地カレー博
‣「はたらくくるま」展示
‣おもちゃ館、大道芸
‣ラーメンフェスタ in 本町商店街
子育て広場が移転して新しく生まれ変わります。それを記念して様々な催しが行われます。子ど
もから大人まで楽しめるようなイベントが盛り沢山です。
詳しくは９月下旬のチラシをご覧下さい。

柳原白蓮生誕 130 年展
10 月 13 日(木)～１１月 30 日

～白蓮の生涯を見つめて～

場所：旧伊藤伝右衛門邸

昨年 11 月から、東京・福井・徳島・広島で開催されている「生誕 130 周年 柳原白蓮の生涯
展」、白蓮が約 10 年を過ごした旧伊藤伝右衛門邸でも開催します。
http://www.kankou-iizuka.jp/events/179
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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