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1 月例会は 1 月 18 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）
・新春企画：研究発表「目尾炭坑の歴史」 長弘先生

きん

・遠賀川河口周辺の「産業革命遺産」訪問調査

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会
1月

[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]
日（ )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)

古代のロマンに酔う研究会
1 月 19 日（木）１５時 30 分～ 会場：アイタウン市民交流プラザ
・実行委員会について

飯塚（中心市街地）このままで委員会
1 月 23 日（月）１９時１５分～

街なか交流・健康ひろば

１．伝右衛門邸からのランチマップ

２．長谷川ゼミについて

３．元野木書店の空きスペース活用について

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５回目(全 6 回)
・

[

究室] テーマ：

つかこうへいと筑豊研究会
諸般の事情により、第 1 回例会は２０１７年 ２月 19 日(日)に延期になりました。
http://chikuzemi.com/?p=2616 をご参照ください。

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）：
・・筑豊地域づくりセンターのウェブサイトを作成
・SEO の勉強会

学生ビジネス研究会 （3 号館 都市マネジメント研究室）
・コーヒープロジェクト：新しいブレンドを試飲等
・近大コミュニティーファーム：冬野菜の生育状況の確認、それに伴う土の確認等
1

筑豊ゼミ・研究会報告
市民遺産研究会

会長 白神 精一

29 期のテーマ「遠賀川について・源流から河口まで」に関しては、先月の活動で念願だった
「源流点」を確認することができました。引き続き、新市合併 10 周年記念で出版された市史や参
考文献等から、更に遠賀川の支流についての精査を進めていきます。
今後の予定として、直方市の「遠賀川河川事務所」や明治日本の産業革命遺産で世界遺
産に登録された、中間市の「遠賀川水源地ポンプ室」、河口の芦屋市への訪問調査が提案さ
れました。
また、今回は新春企画として「筑豊の石炭産業遺産」をライフワークとされている長弘先生から
「目尾炭坑の歴史」の研究発表が予定されています。

若者（不登校・ひきこもり・非行）研究会

会長 野田 隆喜

古代のロマンに酔う研究会

会長

藤江 文雄

12 月例会報告
○期日：12 月１５日（木） 15 時 30 分から 16 時 30 分
○会場：いいづかアイタウン
○参加者：11 名
○内容：経過報告
①桂川町長・教育長・担当課長との懇談
②信金緒方理事長との懇談
③ライオンズクラブ渋田氏「との懇談
④歴史資料館嶋田館長との懇談
⑤コスモス顧問理事長小野氏との懇談
内容： ○前漢鏡について（・形状 ・耐用 ・建立を５～６月 ・新飯塚駅西側 等）
○ライオンズクラブ山崎委員長より説明
○「魏志倭人伝」の原文と訳文を配布
○質疑・・・小野氏より発言
１月例会予定

期日：１月１９日（木）

会場：アイタウン２偕
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時間：１５時３０分

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～

会長 縄田 真照

２０１６年１2 月 19 日（月） １９時１５分 街なか交流・健康ひろば
出席者１２名（初参加者１名）
１．長谷川ゼミについて（平成２９年度 フィールドワーク実施計画案）
受講生は近大経営ビジネス学科３年生２０～４０名
講義日程（別紙）４月１７日～７月３日 毎週月曜日３、４時限 １３：２０～１６：３０
場所は東町三叉路を予定。７月３日の現地報告会は、三叉路に飾り山があるので、別の場所
にしないといけない。毎回、商店主や市職員の話を５～１０分間して頂く予定。
２．伝右衛門邸からの商店街ランチマップ
前回、提案頂いた修正箇所を見て頂く。東町の白蓮想を飲食店と同じ色分けにしないこと。食
料品店の色分けが濃すぎるので、色を変える。２月４日からの雛まつりに間に合うようにする。伝
右衛門邸向い側の店の梶原さんに配付してもらってはどうか。
３．タクシー券改良事業について
共通駐車券を増刷する時に駐車券とタクシー券併用のポスター、チラシの作成をしたらどうか。
本町福銀駐車場も共通駐車券が使えるようにならないか。
４． その他フリートーク
・クリスマスパーティ １２月２５日（日）１４：００～１６：３０ 元野木書店２Ｆ
・新春商店街サイエンス １月９日（月・祝）１０：００～１５：００ 街なか広場
・中心市街地活性化策を４～５年かけてやってきたが、これからが大事で、成功している店舗
やビルテナントがないと成果が上がったとは言えない。
・元野木書店２Ｆの有効活用。１Ｆも使ってほしい。それぞれが好きな本を持ち寄って、コーヒを飲
みながら紹介し合うのはどうか。漫画、絵本など日によってジャンルを決めてもいい。
２月２５日（土）、２６日（日）に街なか広場で「飯塚ブックデイズ（仮）」という図書館所有の本を
無料配付するイベントがあるので、その来場者に告知したらどうか。本屋には本好き、映画好き、
音楽好きの人が集まりやすいのではないか。今年の永昌会の抽選会場を元野木書店で行っ
た。
次回の委員会は、１月２３日（月）１９時１５分 街なか交流・健康ひろば
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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

12 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･デザイン学科 建築環境・
設備研究室 堀特任講師 に[災害対策と建築設備]の講義をしていただきました。
東日本大震災が発生した際の病院の実情調査を実例から本当に必要な設備と必要な容量
を確保できるよう設備計画を行うことができていない実態を紹介していただきました。また、帰宅困
難者が多く発生に避難所に指定されている場所だけでなく、駅地下街なども有効な避難場所に
なることもお話しいただきました。
各地で自然災害が続いている昨今、建築で対応できることを日頃から意識しておくことは非常
に重要だと感じました。そうすることにより設計に対する考え方そのものが変わっていくのではないで
しょうか。
後半は、堀先生が手掛けられた作品を紹介していただきました。（建築学会 作品選集 新人
賞を受賞されています。） 地域・環境へ開かれた集合住宅は、人と人との新たな繋がりが自然
発生しているそうです。画一的な集合住宅ではない多様な生活を許容できるような建築が飯塚に
も必要ではないでしょうか。

情報/データデザイン研究会

会長 飯田 貴之

12 月例会報告
各ウェブサイトのファイル構成を見直し，分散されたファイルを統一のディレクトリで管理することで，
今後の管理を容易にした．また，SEO などの対策を行うために，サイトの解析を行うサービスである，
Google アナリティクスの勉強会を行った．

学生ビジネス研究会

会長 早瀬 元信

12 月例会報告
・コーヒープロジェクト：

・授業でコーヒーのプレゼン

・コーヒーのドリップパック作り

を行いました。

・近大コミュニティーファーム
野菜の周りの雑草抜き、畑周辺の整備を行いました。
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・コーヒーを教師に販売

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

直方谷尾美術館 展覧会情報
●生誕

120 年山喜多二郎太特集

期間：開催中～1 月 29 日(日)
会場：直方谷尾美術館 本館 常設展示室
観覧料：一般 100 円、高大生 50 円、中学生以下無料

ただし、～1/15（日）無料

山喜多二郎太（1897-1965）は日展や光風会を舞台に活躍した画家で、幼少時代を直方で
過ごしました。油絵と水墨画を数多く描き、遊び心に溢れた伸びやかな線が魅力の作家です。生
誕 120 年を記念して、当館常設展示室にて彼の作品約 30 点を展示します。
http://yumenity.jp/tanio/jirouta%20tokushu.pdf
●宋

秀臣写真展 Alternative

期間：開催中～3 月 20 日(月・祝)
ただし、1/16（月）～1/20（金）まで展示の入れ替え等のため休館となりご覧になれません。
会場：直方谷尾美術館内 ミニギャラリー電話室三八番
昭和初期の面影を残す当館の旧電話室内でおこなう小さな小 さな展覧会です。今回は宋
秀臣氏の写真の世界をお楽しみいただきます。
｜宋秀臣プロフィール｜田川市出身。21 歳くらいから写真をはじめる。電子顕微鏡で VJ、アン
ビエントユニットぬるま湯、テクノデュオ e、カセットテープ DJ 等そこそこ活動中。今回の写真展は
見えないとこを見るという alternative な感覚な展示。特に意味などない。
terror city tagawa 所属。http://yumenity.jp/tanio/

いいから いいから

長谷川義史の世界展

期間：1 月 7 日(土)～2 月 5 日(日) 時間：9：30～18：30(入館は 18 時まで)
会場：田川市美術館 全フロア
観覧料：一般 500(400)円／高大生 300(200)円／小中生 100(80)円
( )内は前売りおよび 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/
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飯塚商店街

１月のイベント情報

●東町新春えびす祭り
日 時：１月 ８日（日）１２時
開催場所：街なか交流・健康ひろば（玉置跡）
御座券：1,000 円

●本町十日恵比須祭り
日 時：１月１０日（火）１１時
開催場所：アフレール多目的室（ダイマル跡）
御座券：1,000 円
家内安全、商売繁盛、無病息災、五穀豊穣を祈願する神事の後に、縁起物の景品が当た
る抽選会があります。空くじなしで、他にもお土産付き。新年最初の運試しをしてみて下さい。

●スイーツメモリー in シュガーロード
日 時：１月２２日（日）１１時～１５時半
https://www.city.iizuka.lg.jp/shokokanko/10ouisen/shokokanko10sweets.html
開催場所：飯塚井筒屋サロン２Ｆフロア
前売チケットのみ 2,200 円（ドリンク付）
筑豊の洋菓子、和菓子の名店１２店舗のスイーツ１０個を食べて頂きます。
１回６０分入替制で、テイクアウトもＯＫ。スイーツ好きのあなた、お早くチケットをお求め下さい！
お問い合わせ 飯塚観光協会 ＴＥＬ 0948-22-3511

●第７３回 いいづか商店街ツアー参加者募集
日 時：１月２４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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地域づくりセミナー

筑豊地域づくりセンター
●発掘ばい

かわすじヘリテージ

日 時：1 月 27 日(金) １８：００～１９：３０
会 場：立岩公民館
講 師：西村

隆幸氏

西日本新聞筑豊総局長

主 催：NPO 法人住学共同機構筑豊地域づくりセンター
演 題：発掘ばい

かわすじヘリテージ

講演終了後、講師を囲んだ交流会を企画しています。是非ご参加ください。

●飯塚市立地適正化素案
日 時：２月１３日(月) １８：００～１９：３０
会 場：立岩公民館
講 師：久原

美保氏

地域連携都市政策室長

主 催：NPO 法人住学共同機構筑豊地域づくりセンター
演 題：「飯塚市立地適正化計画素案」について
講演終了後、講師を囲んだ交流会を企画しています。是非ご参加ください。

節 分 祭 り
2 月 3 日(金)

星 ま つ り

午前 10 時 30 分●曩祖八幡宮(飯塚)
午前 11 時

2 月 3 日(金)～5 日(日)

●英彦山神宮(添田)
●多賀神社(直方) 節分立春星祭厄祓大祭

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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