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11 月例会は 11 月 16 日(水)午後 7 時～9 時
[若者研究会、飯塚このままで委員会、古代のロマン研究会は日時・場所が異なります]

市民遺産研究会 4 号館 4 階（4401）
きん
遠賀川源流の旅の企画
[若者研究会、飯塚中心市街地このままで委員会、古代のロマンに酔う研究会は]

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会
11 月 23 日(水・祝)午後 6 時 30 分～
会場 紙ひこうき 別棟（大日寺５１２− ８ 電話 0948-43-3968)
ゲスト

臨床心理士 梅津 和子 先生

古代のロマンに酔う研究会
11 月 17 日（木）１５時 30 分～ 会場：アイタウン研修室
①祭の会場変更について

②主催・共催・後援・協力団体について

③各演し物の内容の吟味

飯塚（中心市街地）このままで委員会
11 月 21 日（月）１９時１５分～

街なか交流・健康ひろば

１．街道まつり綱引大会を終えて

２．タクシー券事業改良案

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

住み続けたい・住んでみたいまち～勝手に提案研究会
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」 第 3 回目(全 6 回)
益田信也准教授[住宅計画研究室]： テーマ：筑豊の住宅事情

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）：
・サーバ移行におけるトラブルの解決
・新しいアプリケーションの提案など

学生ビジネス研究会 （3 号館 都市マネジメント研究室）
・コミュニテーファームでの活動
・コーヒープロジェクトについて
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つかこうへいと筑豊研究会が生まれました
つかこうへいは嘉麻市牛隈の出身。高校は 10 年前に廃校となった山田高校の 19 回生でもあります。
今年 7 月 10 日はつか氏の 7 回忌にあたり、同級生たちに呼びかけて「つかこうへいをしのぶ会」を開催、
参加者の中から、会を定期的に開催してほしいとの声があり、「つかこうへい研究会」を筑豊ゼミの中に設
立することになりました。
「つかこうへいをしのぶ会」便りは筑豊ゼミホームページにアップしています。
http://chikuzemi.com/wp-content/uploads/2016/11/a5c483b007362d9aaba97f185f2e74fd.pdf

「つかこうへい」という名を知っていても、筑豊出身とは知らない人も多く、つかこうへいの作品と人と成りを
筑豊という地域を通して考えていきたい。演劇、舞台、映画、小説などつか作品はもちろん、筑豊の特性
を鑑みながら筑豊の未来、町おこしにつながれば、と考えています。
定例会

月 1 回(原則第 3 日曜日 1 時 30 分～3 時 3 分)
ただし、第 1 回は第 2 日曜 12 月 11 日(予定)

場 所

善照寺 (嘉麻市上西郷５９９ ☎0948-57-0645) (住職は山田高校時代の恩師)

会 長

池田静子(つかこうへいの同級生)

つかこうへいは、慶應義塾大学在学中からアングラ演劇第二世代の劇作家、演出家として活
動を始め、"つかこうへい以前（第一世代）"、"つかこうへい以後（第三世代）"と呼ばれる程の一
時代を築き、1970 年代から 1980 年代にかけて一大"つかブーム"を巻き起こした。
また、小説「蒲田行進曲」で第 86 回直木賞を受賞。(Wikipedia による)
つかこうへいって？ http://laughy.jp/1421313884183169811 参照

筑豊ゼミ・研究会報告
市民遺産研究会

会長 白神 精一

今年度の研究課題は遠賀川で、源流からの散策がままならず、戸惑っている次第で、11 月
17 日に行ける会員だけでも実行していこうとしておりますが、なかなかスムーズに進みません。
遠賀川上流域の知られていない河川を調べるという項目では、書籍等で調べられる範囲で調
べました、遠賀川河川事務所の国、県で管理している河川は本流、第 1 次、第 2 次、第 3 次、
第 4 次支流を合わせて２２河川があります、管理外の河川は第 1・２・３・４次支流を合わせて４９
河川有りました、これから一つ一つの河川を写真付きで整理していきたいと考えております。
一会員の調べ上げました嘉飯地区の小中学校の校歌も色々エピソード、写真等を載せて小
冊子にしてはと企画しております。
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若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会

研究会長 野田 隆喜

日時 １０月２３日（日） 午後５時から午後７時 場所 自立援助ホーム 紙ひこうき 別棟
参加者 ６名（会員３名 ＋ 関心ある地域の方３名）
内容

臨床心理士 梅津和子 先生をゲストに
発達障害って何？ その現状と将来について

＊発達障害を理解するための基礎的なお話
→ 実は目下 研究中であり、確たるところはまだわからない
→ その特徴によって対応策がちがう 全体の３％程度は該当
ただし その症状は大きな差違がありひとくくりにはできない
→「叱咤激励」は厳禁 幾つかの事例を提示のうえ説明をうける
→ 学生の間は「世間」から守れるが 学校から離れたら何もない
特に「就労」は 皆無に近い（ どこも ）
→ 理解するに役にたつ書籍紹介
＊講演会開催の案内
１２月４日（日）午後２時〜
講師

北海道・北星余市高校 校長 安河内先生

演題

大麻栽培・販売事件から学んだ事
〜 若者の理解を目指して 〜

古代のロマンに酔う研究会

研究会長 藤江 文雄

10 月 20 日、15 時 30 分からアイタウンで
古代祭の第一回実行委員会設立準備会を行いました。
①今日までの経過を報告しました。
②古代祭の実施の趣旨について説明しました。
③祭の内容の概略について説明と意見交換をしました。
④祭のネーミングについて意見交換をしました。
11 月例会：日時 11 月 17 日（木）１３時３０分から行います。 会場：吉原町 アイタウン２階
内容：①祭の会場変更について。

②主催団体について

③祭の実行委員長の選任について

④主催・共催・後援・協力団体について

⑤各演し物の内容の吟味。
※アイタウンの駐車料金は１時間以内は無料となります。
祭の中身は次回に報告いたします。
皆さん方のご参加を待っています。
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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 縄田 真照
１０月１８日（火）

１９時１５分 街なか交流・健康ひろば

出席者１１名
１．「いいづか街道まつり 綱引大会」について
当日は８チームでトーナメント戦を行う。組み合わせは先日の説明会で決定済み。信金対福銀、
東流対西流などの東西対抗戦あり。
２．伝右衛門邸からの商店街ランチマップ
前回、提案頂いた修正案の作業が間に合わず、次回に見て頂く。
３．各所から飯塚バスターミナルまでの所要時間料金（久保ＴＭより別紙）
車以外のバスやタクシーを使って商店街に来られるお客様は、時間もお金も相当の負担がある
ので、それらを理解した上で接客すれば、自然とおもてなしの気持ちが出るのではないか。
４．タクシー券について
タクシー組合と連合会の折半のサービスがあってもいい。岐阜県ではシルバー割引をしているタ
クシー会社がある。3,000 円以上のお買物で駐車券は２枚もらえるのに、タクシー券は１枚なので、
組合に１枚分負担してもらうと整合性がある。
タクシー券のチラシをタクシーのヘッドレスに入れてもらったり、自治会の回覧板に入れるのもいい。
駐車券とタクシー券両方が載ったチラシ、ポスターがあったらいい。タクシー券のチラシに「飲酒
運転撲滅キャンペーン」の文字は違和感がある。
タクシー券事業改良案（別紙）
現行の 3,000 円以上にタクシー券１枚（100 円）のサービスをもっとお客様に浸透させるため
に、Ａ案 1,000 円に１個スタンプ、４個でタクシー券１枚と交換（スタンプ１個 30 円、３個
の場合は 40 円の負担）。
Ｂ案 1,000 円に１個スタンプ、スタンプカード方式により累計でためて、お客様が交換希望の枚
数に達した時点で交換（負担はＡ案と同じ）。
1,000 円で補助券１枚、３枚でタクシー券１枚と交換。500 円で１枚は、６枚でタクシー券１枚では
どうか。
５．その他
(1)イベントの時にファミリー層が沢山来ているということは、物理的に商店街まで来ることが出来る
ということ。歩いて来る人もいるので、近くに住んでいる。先日の百縁市の時でも、有料駐車場が
パンクして入れないほどではなかった。イベント時は来ても、普段は来ないというのは、若い世代の
人が買物する店がないということ。品揃えの見直しや子供向けの物販店や教室を誘致したらい
い。
(2)子育て広場利用者向けの商店街ランチマップを作ったらどうか。
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(3)ファミリー層をもてなすサービスをするなら、商店街の女性メンバーが全面に出てやった方が
いい。
(3)「リノベーションまちづくりセミナー」のご案内
１１月８日（火）19:00～21:00 のがみプレジデントホテル

～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

10 月の「建築・デザイン学科の先生方による研究室紹介」は、建築･デザイン学課 津田教授に
[鉄筋コンクリート造構造部材の弾塑性挙動]をテーマに講義をしていただきました。
鉄筋コンクリート造部材の弾塑性挙動を研究することにより新しい工法が開発され、建物の耐震
設計法をより合理的かつ経済的なものにすることが可能になることなど興味深くお話しを聞けまし
た。東京スカイツリーに採用されている節付き杭も開発されたそうです。

情報/データデザイン研究会

会長 飯田 貴之

3 ヶ月前から製作を行なっている，筑豊地域づくりセンターのウェブサイトをテストサーバからメイン
サーバへ移行作業を行ってきたが，先月からデータの一部が読み込めないというトラブルが発生
しており，未だ運営ができておりません．現在，製作メンバーでトラブルの原因の究明に努めており，
解決策を模索中です。
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学生ビジネス研究会

会長 早瀬 元信

10 月 25・26 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、川内智典、安藤旭信
アドバイザー：坂田先生
・議題 1 コミュニテーファームでの活動
・農園の整備として草刈などを行った。
・今後は人がより入りやすいように、石を敷いたり整備を行っていく。
・サツマイモの収穫を行った。
・議題 2 コーヒープロジェクトについて
・チラシの作成とズカズカプロジェクトでのコーヒー宣伝。
・ゼミの授業で、今後の話し合いを行った。
以上。

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

おおとう花公園のコスモス
～１１月末まで、 場所：「道の駅おうとう桜街道」（大任町大字今任原１３３９話:0947-63-4430）の隣
今年は、11 月中旬が見頃です。なぜか、黄色のひまわりが混ざって面白いですよ。
http://tagawa-net.jp/s/event/kosmosu/

秋酔の内野
日時：１１月１１日・12 日・13 日(日)

宿場のにぎわい
場所：飯塚市内野 3313 内野宿展示館

11 月に入り、内野宿は朝晩がかなり冷え込んで来ました。
大銀杏も少しづつ色づき始め、本陣跡近くにあるコスモス畑も見頃を迎えております。
11,12,13 日には『秋酔の内野 宿場のにぎわい』を催します
みなさん、お誘いあわせの上、ぜひ内野宿にお越し下さい。
https://www.facebook.com/nagasakikaidouchinoshuku
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第 24 回 一夜城まつり
日時：１１月 12 日(土) １０：１０～１９：３０ ・13 日(日) １０：００～１６：００
場所：嘉麻市旧嘉穂プール前、公園内（嘉麻市中益）
今年も秋の恒例行事となっている一夜城まつり・花火大会が開催されます。
花火大会：11 月 12 日（土）19：30～ （雨天の場合は翌日 13 日 19:30～）
http://www.e-kama.net/files/c8e2247e7a12dd3dc682f79254f4c800.pdf
http://www.e-kama.net/files/688b4010c3e201a5e30e5e431251bb4d.pdf

英彦山男魂祭（姥ケ懐祭）
日時：１１月１３日（日）：10 時

開催場所：深倉園地（旧英彦中学校よりシャトルバス運行）

奇岩や紅葉の景勝地として知られる深倉峡の紅葉時期に合わせて毎年 11 月に「英彦山男
魂祭」を開催します。
地元のおいしい料理を味わったり、様々なイベントで会場内を盛り上げます。
姥ケ懐祭が 10 時より始まりこれが男魂祭の神事となります。
http://tagawa-net.jp/s/event/otokomaturi/

商店街イベント情報
●七五三行列
日時：１１月１３日（日）正午出発

開催場所：飯塚東町・本町商店街

今年七五三を迎えられるお子様達が、着物や洋服で着飾って、東町から本町の商店街の
中を練り歩き、最後は納所八幡宮で参拝します。参加されたお子様には、手形の色紙や千歳飴
のお土産があります。
＊参加お申込みは１０月末で締め切っております
お問い合わせは本町商店街事務所

ＴＥＬ 0948-22-6965

●第７２回 いいづか商店街ツアー参加者募集
日 時：１１月２２日（火）１３時～１５時

開催場所：飯塚商店街界隈

参加費：無料

「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はいりにくい」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、５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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夜の魚楽園
日時：１１月１８日（金）～27 日(日)

場所：藤江氏魚楽園 （川崎町大字安真木 6388）

国指定名勝 『魚楽園』では、紅葉がもっとも美しくなる１１月 18 日よりライトアップを実施します。
http://gyorakuen.jp/

http://gyorakuen.jp/assets/pdf/2016_lightup.pdf

麻生大浦荘紅葉特別公開
日時：１１月２３日(祝)～１１月３０日(水)

９：３０～１７：００（入場１６：３０まで） 料金 無料

春と秋に特別公開される麻生大浦荘は、「筑豊御三家」のひとつに数えられた麻生家の初代、
太吉の長男、太右衛門の住宅として建築された麻生一族の住宅のひとつです。
この期間だけの美しい庭園の紅葉をお楽しみください。http://www.kankou-iizuka.jp/events/175
http://www.kankou-iizuka.jp/attached_files/event/eve_image/175/______400.jpg?1462952798

第 24 回ふくおか県民文化祭 2016
日時：１１月 27 日(日)

古典芸能邦楽フィスティバル

午後 1 時～4 時

場所：嘉麻市嘉穂生涯学習センター 夢サイトかほ 大ホール
http://www.e-kama.net/files/4a30a29f04437f0763396bd9d32eba33.pdf
http://www.e-kama.net/files/ffdd3aedff74b878c2b3dcef621fd95d.pdf

第 133 回永昌会
日時：１2 月１日～5 日

場所：飯塚市中心商店街界隈

永昌会は飯塚商人の心意気！感謝の気持ちを価格に込めて、年に一度の大奉仕。明治初期
より続く年末の名物イベントです。
http://www.kankou-iizuka.jp/attached_files/event/eve_image/184/25012____.jpg?1476163790
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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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