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第 30 期筑豊ゼミ開講式
２０１7 年４月 19 日（水） 於：近畿大学産業理工学部ログハウス
１９：００

開式のことば

１９：０５

祝辞・挨拶
近畿大学産業理工学部 学部長

１９：１０

井原 徹

「第３０期 筑豊ゼミが目指すもの」
筑豊ゼミ 運営委員長

１９：１５

菊川 清

祝辞

筑豊ゼミ・研究会 紹介
１９：２０

市民遺産研究会

会 長 白神 精一

１９：２５

古代のロマンに酔う研究会

会 長 藤江 文雄

１９：３０

飯塚（中心市街地）このままで委員会

委員長 縄田真照

１９：３５

住み続けたいまち・住んでみたいまち～勝手に提案研究会

会 長 六谷 拓也

１９：４０

つかこうへいと筑豊研究会

会 長 池田 静子

１９：４５

情報発信/ﾃﾞｰﾀﾃﾞｻﾞｲﾝ研究会

会 長 桑野 知良

１９：５０

学生ビジネス研究会

会 長 早瀬 元信

１９：５５

閉式のことば

第 1 回例会
２０：１０～２０：５０
各研究会に分かれて、今年度の研究活動方針等を話し会う。
研究会所属未定の方は、５月の例会（５月１８日）迄に決定して構いません。
先ずは、第一希望の研究会に参加してみてください。
３月２９日遠賀川飯塚中の島
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第３０期 筑豊ゼミ生募集
筑豊ゼミが、ふるさと筑豊再建の道を探ろうと産声を上げてから一世代が過ぎました。石炭産業が遺産となっ
た今、第 30 期筑豊ゼミは次の一世代へ、新たな一歩を踏み出したいと願っています。
筑豊の母なる遠賀川流域は、古代日本の「農業革命」を先導し、近代日本の「産業革命」を牽引した地域
であり、21 世紀に豊かな成熟社会を目指す一歩としたいと考えています。
第３０期「筑豊ゼミ」では、「古代のロマンに酔う研究会」が古代の王を訪ね、「市民遺産研究会」が遠賀川
流域の自然や文化を探求し、「つかこうへいと筑豊研究会」が演劇界の風雲児劇作家・つかこうへいが多感
な青春時代を過ごした筑豊を見直し、学生が中心の「学生ビジネス研究会」は学生による地域貢献」を誘導し、
「情報発信/データデザイン研究会」では「情報革命の時代」に筑豊が確かな地歩を築くことを願っています。
あなたも明日の筑豊を創るために、筑豊ゼミに参加しませんか。
第３０期筑豊ゼミ運営委員長 菊川 清

第３０期「筑豊ゼミ」募集要項
1．場

所

近畿大学産業理工学部 (飯塚市柏の森11－6) 但し、 「古代ロマンに酔う研究会」及び
「飯塚(中心市街地)このままで委員会」は、「アイタウン２F」です。

2．期

間

平成２９年４月～平成３０年３月まで、原則として、毎月第３水曜日
但し、「飯塚(中心市街地)このままで委員会」、「古代ロマンに酔う研究会」は、
開講式の日を除き、その都度連絡致します。

3．時

間

午後7時～9時

4. 会

費

地域づくりセンター 正会員 5,000円(年間) 団体会員の構成員は無料
会費の内4,000円は所属する「研究会」の活動費としてキャッシュバックされます。
学生会員 500円(卒業まで)

5．開講式：４月１９日(水)１９時～ 会費は当日ご持参ください。
場所：近畿大学産業理工学部ログハウス
6．募集期間 平成２９年３月１５日(水)～４月１９日(水)(開講式当日受付可)
7．会員（ゼミ生）を募集する「研究会」の紹介は裏面をご覧ください。
8．新たな「研究会」の募集
「研究会」の「名称」と「趣旨」（４００字程度）を付けて、複数名でお申込み下さい。
事前に、運営委員長（菊川）にご相談下さい。
9．申し込み先
筑豊ゼミ運営委員会事務局：主税 洋三(ちから ひろみ) (事務局長)
e-mail: sec@chikuzemi.com

携帯: 090-8624-2886
10. お問い合わせ
菊川 清(運営委員長)：携帯: 090-9485-5985

e-mail: chair@chikuzemi.com

主税洋三 (事務局長)：携帯: 090-8624-2886

e-mail: sec@chikuzemi.com
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第３０期 筑豊ゼミ 研究会紹介
市 民 遺 産 研 究 会

会長 白神 精一

30 期は、29 期に引き続き、歩いて遠賀川を実感する活動を行う予定です。小・中学校の校歌や、 地域の
祭りなどの無形文化遺産を紹介する活動の他、産業遺産についても引き続き発掘します。

古代のロマンに酔う研究会

遠賀川上流古代祭～ヒミコを捜そう～ 会長 藤江文雄

団体会員★遠賀川上流古代祭り実行委員会が運営している研究会
「遠賀川上流古代祭～ヒミコを捜そう～」 の企画立案
遠賀川流域は日本の黎明期を支え、古代文化が栄えた地域であることを全国的に広める。

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

団体会員★飯塚市商店街連合会会員・飯塚市役所職員が運営している研究会
商店街連合会会員、飯塚市職員、近畿大学教員・学生、市民が一緒になって、わいわい・がやがや、飯
塚の将来について語り合います。他の研究会に所属していても参加できます。
住み続けたいまち・住んでみたいまち～勝手に提案研究会

会長 六谷 拓也

団体会員★公益社団法人福岡県建築士会飯塚地域会会員が運営している研究会
建築士会飯塚地域会会員、近畿大学教員・学生及び市民が連携して、住み続けたいまち・住んでみたい
まちについて、語り、研究し、そして勝手に提案していきたい。

つかこうへいと筑豊研究会

会長 池田 静子

日本の演劇界の風雲児といわれた劇作家・つかこうへいは、筑豊は嘉麻市の出身です。
研究会では、つか氏が多感な青春時代を過ごした筑豊を見直し、劇作家・脚本家・小説家として活躍した
つか氏の偉業を再確認、活動の原点が筑豊にあり育まれたことを再認識したいと思います。
第２回例会：4 月 16 日(日)１３：３０～１５：３０ 場所善照寺（嘉麻市上西郷 590 ☎0948-57-0465）
http://chikuzemi.com/?p=2858

情報発信/データデザイン研究会(pdd 研)

会長 桑野 知良

学生会員☆近畿大学産業理工学部の学生が中心となっている研究会
〇筑豊ゼミ・筑豊地域づくりセンターのウェブサイトのリニューアルと保守・管理：より見やすく,情報を容易に入手
できるようリニューアルを進めるとともに、更新・管理作業を行い， Web サイトの充実化を図る．
〇情報発信および SEO 対策などの知名度向上に向けた研究：

学生ビジネス研究会

会長 早瀬 元信

学生会員☆近畿大学産業理工学部の学生が中心となっている研究会
学生による筑豊地域を対象としたビジネス（コミュニティー・ビジネス）の実施可能性と先行的・実験的実施を
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ている。
またこの機会をもとに段階的に活動の充実を図り、近畿大学に限らず、飯塚市内の各大学や高等学校等、
幅広い学生のコミュニティ・ビジネスを企画・支援・運営する組織づくりを目標としている。
★・☆：NPO 法人住学協働機構筑豊地域づくりセンターの団体会員・学生会員

3

第３０期 筑豊ゼミ 年間スケジュール
日

時

２０１６年

４月１９日(水)

開 講 式

午後７時～９時

５月例会

６月例会

７月例会

８月例会

５月１７日(水)
午後７時～９時
６月２１日(水)
午後７時～９時
７月１９日(水)
午後７時～９時
８月１６日(水)
午後７時～９時

９月例会

９月２０日(水)
午後７時～９時

１０月例会

１０月１８日(水)
午後７時～９時

１１月例会

１１月１５日(水)
午後７時～９時

１２月例会

１２月２０日(水)
午後７時～９時

２０１７年

１月１７日(水)

１月例会

午後７時～９時

２月例会

修 了 式

２月２１日(水)
午後７時～９時

場

運営委員会

所

於：市民交流プラザ
4月６日(木)

ログハウス

午後7：30～

4号館

5月1１日（木)

４１０３教室

４４０１教室

４４０２教室

4号館

午後7：00～
6月１日(木)

４１０３教室

４４０１教室

４４０２教室

4号館

午後7：00～
7月６日(木)

４１０３教室

４４０１教室

４４０２教室

4号館

午後7：00～
8月３日(木)

４１０３教室

４４０１教室

４４０２教室

4号館

午後7：00～
9月７日(木)

４１０３教室

４４０１教室

４４０２教室

4号館

午後7：00～
10月５日(木)

４１０３教室

４４０１教室

４４０２教室

4号館

午後7：00～
11月２日(木)

４１０３教室

４４０１教室

４４０２教室

4号館

午後7：00～
12月７日(木)

４１０３教室

４４０１教室

４４０２教室

4号館

午後7：00～
1月１１日(木)

４１０３教室

４４０１教室

４４０２教室

4号館

午後7：00～
2月１日(木)

４１０３教室

４４０１教室

３月２１日(水)

４４０２教室

ログハウス

午後７時～９時

午後7：00～
3月１日(木)
午後7：00～

*)飯塚市（中心市街地）このままで委員会：開校式以外は、その都度連絡
つかこうへいと筑豊研究会：開校式以外は、偶数月の第3日曜日（第1回は4月16日）
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第 29 期 筑 豊 ゼ ミ 修 了 式
2017 年 3 月 15 日(水)午後 7 時、近畿大学産業理工学部ログハウスにおいて、第 29 期筑
豊ゼミ修了式が行われました。 校務のため欠席された井原徹学部長に代わり、日高健学部長
補佐からご祝辞を頂いた後、各研究会会長が 1 年間の研究の成果を発表しました。

日高健学部長補佐

市民遺産会長白神さん

このままで委員長縄田さん

勝手に提案会長六谷さん

つかこうへい会長池田

研究成果の発表後、NPO 法人住学協同機構筑豊地域づくりセ
ンター小野正行理事長、近畿大学の長谷川先生にご祝辞をい
ただきました。その後、小野理事長から各研究会の会長に修了
証書が授与されました。
最後に、筑豊ゼミ運営委員長の菊川から謝辞が述べられた。
pdd 研会長飯田さんと学生ビジネス会長早瀬さん

小野理事長

長谷川先生

小野理事長から修了証書受け取る早瀬さん

今年のソメイヨシノは昨年より約 10 日も遅い！でも、いつも遅い、枝垂桜が同時に咲いています。

力丸ダム(宮若市)2017/4/9

八木山(飯塚市)2017/4/9
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八木山(飯塚市)2016/3/30

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/

王塚古墳 春の特別公開
４月１５日(土) １６日（日） ９時３０分～１４時
場所：王塚装飾古墳館 〒820-0603 嘉穂郡桂川町寿命 376 番地 TEL：0948-65-2900
http://www.kankou-iizuka.jp/events/200

遠賀川流域装飾古墳 同時公開
1．竹原古墳（国指定） 宮若市

2．水町遺跡群（県指定） 直方市

3．川島古墳 11 号墳（県指定） 飯塚市

4．小正西古墳（県指定） 飯塚市

5．沖出古墳（県指定） 嘉麻市

6．伊方古墳（県指定） 福智町

7．夏吉古墳群 1・21 号（市指定） 田川市

8．建徳寺 2 号墳（町指定） 大任町

9．戸山原古墳 1 号墳（町指定） 川崎町

夏吉古墳は４月１６日（日）のみ公開

http://www.town.keisen.fukuoka.jp/ouzuka/contents/event/onga.html

旧伊藤伝右衛門邸

端午の節句・飯塚 2017

4 月 20 日(木)～5 月 23 日(火) 9：30～17：00（入館 16：30 まで）期間中無休
一年間で最も美しく気持ちの良い旧伊藤伝右衛門邸の邸内で、男の子の健やかな成長を祝
う「端午の節句」に合わせ、五月人形などを展示します。
【開催場所】旧伊藤伝右衛門邸 飯塚市幸袋 300 番地
【料金】高校生以上￥300（￥240）小・中学生￥100（￥80）（ ）内は２０名様以上の団体料金
※土曜日に限り高校生以下は無料
※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方は無料
http://www.kankou-iizuka.jp/events/199

清水寺 春の大祭（柴燈護摩）
４月１６日(日) １２時～ 青龍山千手院 清水寺

宮若市黒丸１５５８ 電話:0949-54-0888

無病息災を祈願し、くすぶる火の上を裸足で歩く火渡りが行われる。（下記 web に２０１6 年の写真）
http://bitypic.com/place/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%AF%BA/238692063

清水寺は若宮～北九州が見渡せる絶景ポイントとしても知られ、神秘的で美しい雲海が望めることもある。
http://www.crossroadfukuoka.jp/event/?mode=detail&id=400000007578&isSpot=1
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英彦山花園 シャクナゲまつり
４月１５日(土)～４月３０日（日） 英彦山花園 添田町大字英彦山１４８７
約５千株のツクシシャクナゲが開花し、期間中の土日祝日には、シャクナゲ苗の販売や地元特
産品の販売等のイベントが園内特設テントで行われます。園内への飲食物の持ち込みも可。
http://tagawa-net.jp/s/event/hikosansyakunage/

かわさきパン博 2017
４月２3 日(日)

川崎町民会館・中央体育館他

福岡県田川郡川崎町田原 804

川崎町で毎年、盛大に開催される「かわさきパン博」。６年目を迎える今年は新たな試みとして
パン販売ブース、マルシェブース、ワークショップブースを設置します。
「パンと○○」をテーマにして皆様に想い想いのパンを楽しんでいただきたいと思っております。
http://tagawa-net.jp/s/event/kawasakipanpaku-3/

第 44 回

https://www.facebook.com/KawasakiPanPaku

上野焼 春の陶器まつり

４月２８日(金)～３０日(日) ９時～１７時
会 場：上野焼陶芸館及び窯元一円（福岡県田川郡福智町上野 2811）
400 年以上の歴史を誇る国指定伝統的工芸品の上野焼。伝統のある春の陶器まつりは、今
年で 44 回目を迎えます。割引商品が並び、毎年好評のスタンプラリーや企画展も開催します。
http://tagawa-net.jp/s/event/aganotoukimaturi/

定禅寺「藤まつり」
4 月 29 日 11：30～

定禅寺境内（福岡県田川郡福智町弁城 3624）

樹齢 500 年以上といわれる県指定天然記念物「迎接（こうじょう）の藤」。樹齢 500 年以上の延
齢を祝って定禅寺では尺八の演奏などでまつりを盛り上げます。
http://tagawa-net.jp/s/event/%E5%AE%9A%E7%A6%85%E5%AF%BA%E3%80%8C%E8%97%A4
%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A%E3%80%8D/

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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