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6 月例会は 6 月 21 日(水)午後 7 時～9 時
受付(市民遺産研究会)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。

〇市民遺産研究会(4401 教室)：
6 月 21 日(水)午後 7 時～9 時 近畿大学産業理工学部４号館(図書館棟)４回４４０１教室

１．遠賀川河川敷の自然(植物、野鳥など)、記念碑や文学碑について
２．遠賀川流域の祭りやイベントなど、いわゆる「市民遺産」について
〇古代のロマンに酔う研究会
6 月 15 日(木)午後 3 時 30 分～ 穂波公民館
遠賀川上流古代祭り～ヒミコを捜そう～ 企画書について

〇飯塚（中心市街地）このままで委員会
6 月 26 日(月)午後 7 時 15 分～ 市民交流プラザ（あいタウン２F）
１．近畿大学学生による商店街フィールドワークについて
２．空き店舗対策について

３．その他フリートーク

〇住み続けたいまち・住んでみたいまち～勝手に提案研究会
6 月 21 日(水)午後 7 時～9 時 近畿大学産業理工学部４号館(図書館棟)１階視聴覚教室
守っていこう、こうなればいいな「飯塚の景観」。いろいろな切り口からみんなで語り合いましょう。

〇つかこうへいと筑豊研究会
6 月 25 日(日) 13:30～ 桂川町王塚装飾古墳館（桂川町寿命３７６☎0948-65-2900）
つかこうへいの小説、脚本、芝居、映画など、つか作品の魅力、感想など語り合う。
〇情報発信/データデザイン研究会（3 号館 3 階 3304-B：情報工房）：
1. Facebook の講習会（日程は未定）に向けて、資料作成などの準備
2. 筑豊ゼミのウェブサイトのコンテンツの充実化に向け、研究会内で具体的な議論をする。
3. 住学協同機構筑豊地域づくりセンターの Web サイトの再構築に取り組む。
〇学生ビジネス研究会
・コーヒープロジェクト：いよいよパッケージを決定し、いろいろなコストを明確にし、７月には売り
出せるようにします。
・近大ファーム：新たなタネ植えや、大豆のお世話をしていきます。
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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

今年度も｢遠賀川｣を研究主題にした私たちは、遠賀川下線事務所が過去に作成した上空か
ら見た遠賀川の立体模型図、概要や特性などの資料から、本流と支流の関係などを再確認し、
改めて全長 61 キロに及ぶ｢筑豊の母なる大河｣について学びました。
前年度の｢源流踏破｣を足掛かりに、今回は 6 月 6 日(火)に飯塚市内嘉穂劇場近くの河川敷
駐車場を起点に伊藤伝右衛門邸近くの河川敷まで、白蓮歌碑３基と万葉歌碑１基を巡り、植
物や野鳥を観察しながら散策いたしました。 結果は 7 月号の報告予定、乞うご期待！
また、既に筑豊ゼミのホームページに公開されている｢校歌探訪｣は、小学校・中学校編に続
いて廃校編も完成し、近々3 部作目として公開する予定です。(山下記)
小学校編：http://chikuzemi.com/?p=2837

中学校編：http://chikuzemi.com/?p=2873

伝右衛門邸近くの河川敷にある 白蓮自筆歌碑

外来植物種２種(右上・左下) さて、何て名前？

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
6 月例会：6 月 15 日(木)午後 3 時 30 分～ 穂波公民館
「遠賀川上流古代祭り～ヒミコを捜そう～」の企画書を作成し、いよいよ本格的な準備に取り掛
かることになりました。
前漢鏡モニュメントが、ライオンズクラブのご協力で、新飯塚駅西側広場に設置され、5 月 14
日に寄贈除幕式が行われ、嘉穂東高校吹奏楽部の演奏が華を添えました。
http://chikuzemi.com/?p=2886
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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
出席者９名（初参加市職員２名）
１．初参加者への当委員会の前期報告
・前年度のまとめ報告書を見ながらのおさらい（別紙）
２．近畿大学学生による商店街フィールドワークについて
・４月１７日、２４日、５月１日の３回実施済み。以後は２９日、６月５日、７月３日。
・７月３日の現地報告会は東町三叉路広場が使えないので、本町アフレール向いの駐車場の壁面で行った
らどうか。
・商店街で大学の授業をしているのは珍しい光景。今年度だけでなく、５年は継続して行いたい。学生の感想
が、商店の人達がフレンドリーということ。店頭で立っている店主や店員が気さくに話しかけてくれるから。学生の
ヒアリングで、空き店舗のオーナーはお金に困っていないので、貸す意思が低いと商店主から聞いたと報告が
あった。
・まちづくり会社が不動産オーナーとの窓口になって、空き店舗対策に取り組んでいきたい。この委員会でも、
どのような協力が出来るか話し合っていく。
次回の委員会は、６月２６日（月）１９時１５分 市民交流プラザ（あいタウン２Ｆ）

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

平成２９年６月２日 ９時～：小池准教授研究室にて打合せ

出席者：５名（小池准教授、建築士会４名）

今年度から建築・デザイン学科 小池准教授にご協力いただけることとなり、これからの活動の進め方等につ
いて話し合いを行い、以下のようになりました。
１． 以前から建築士会飯塚地域会で取り組んできた「景観」についてみんなで考えていくこと。
２． 「景観がよい」ことは、「地元のほこり」となる。このことが近年希薄になりつつある地域の人々の繋がりや防
犯、災害時の助け合いなどの地域環境づくりにもつながっていくことを伝えていきたい。
２．今後の例会では、座学中心ではなく、みんなでのフリートーク会議を中心とした参加しやすい、いろいろな意
見を吸い上げやすい雰囲気となるような進め方をしていくこと。
３. これまでのイベントは一過性の活動となってしまうことが多かったが、いかに継続していけるかも考慮していく。
４. これまで行なわれてきた調査などについて、データを蓄積するに留まることが多かったが、分析考察を行い
次に繋がるよう考えていくこと。
５. 建築的な視点からだけではない、多角的な視点からみることによる「気付き」に繋がるような活動を進めてい
くこと。
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（たとえば同じ物を見たときでもデザイン的なみかた、経営ビジネス的なみかたなどによって全然違うはずです。
この「違い」があることを知ることも大切だと思います。それにより視野が広がり新しい考えに繋がるのでは。）
一方で、イベントなどのソフト的な解決手法がこれまで多く取られてきたが、建築を中心としたハード面での解
決手法の検討も積極的に進めていく。

今後の課題など
１．近畿大学学生にも参加してもらえる環境づくりをしていくこと。
・次回から例会に小池ゼミの学生の方に、例会にも参加してもらえるようお願いする。
・特に小池ゼミにおいて、近畿大学の３年後期の授業に取り入れることを検討する。
１）夏前には学生に募集を掛けるため、それまでには大まかな活動内容を決定する。
２）授業は月曜日となる。平日なので連携がとれよう検討していく必要あり。
・小池ゼミの大学院生の活動の場としても検討。
２．写真コンテストや景観に関するコンペ実施などを検討してはどうか。
・「景観」について考えるきっかけを与える。
・多角的な景観評価の基礎データにもなる。
・活動資金の有効な使い方の提示。
３. みんなで考えていくためには、飯塚（中心市街地）このままで委員会や経営ビジネス学課 長谷川准教授な
ど横のつながりをつくっていくことも重要だと思われる。
４．問題点を抽出するだけではなく、すでに取り組んでいることがうまく機能しないのはなぜかを考えていく。この両
面から考えていくことが必要なのでは。（たとえば飯塚市も景観について取り組んではいるがうまく機能してい
るようには感じられない。何が取り組みを阻害しているのだろうかなど。）
次回の研究会は、６月 21 日（水）１９時 00 分 近畿大学産業理工学部 ４号館１階視聴覚室（図書館棟）

つかこうへいと筑豊研究会
つかこうへいと筑豊研究会 No. 1,

会長 池田 静子

「4 月例会報告」を出しました。

http://chikuzemi.com/wp-content/uploads/2017/05/ab263843692b69f614298a5f65203115.pdf

情報発信/データデザイン研究会

学生ビジネス研究会

会長 桒野 知良

会長 安藤 旭信

コーヒープロジェクト：建築デザイン科の方に手伝ってもらってパッケージのデザイ
ンを考えてもらい、一緒に会議をしました。
近大ファーム：草刈りと仕切りを立て、畝立てを行い、大豆のタネを植えました。
4

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

赤村トロッコ油須原線
6 月 11 日(日) および 7 月 9 日(日) 運行１０：００～１６：００（受付９：３０～１５：３０）
場所：平成筑豊鉄道赤駅前
一度も走ることなく廃線となった、旧国鉄油須原線を走る観光トロッコが今年も運行します。
往復約 3.4ｋｍをゆっくりと走り、終点のトンネルではコウモリが皆さんを迎えてくれます。
お問合せ先： 赤村役場 （平日昼間のみ）〒824-0432 福岡県田川郡赤村大字内田 1188
TEL 0947-62-3000

http://www.akatoro.com/

筑豊・最後の坑夫たち
坑内現場の貴重な写真群 蘇る男たちの実像
6 月 1 日(木)～7 月 17 日(月/祝) 入場無料
展示場所：嘉麻市立織田廣喜美術館【嘉麻市上臼井 767/☎0948-62-5173】
開館時間：9 時 30 分～17 時 30 分（入館は 17 時まで）
http://www.e-kama.net/files/EPSON216-723x1024.jpg

九州プロレス

嘉麻市ば元気にするバイ‼

6 月 11 日(日) １５時試合開始 １４時半開場
場所：嘉麻市なつき文化ホール（福岡県嘉麻市岩崎 63-8）
前売券料金：【大人】3,000 円【学生（中～大学生）】1,000 円【小学生以下】無料
http://www.e-kama.net/files/807ac6511a1aae1e9eb876dc75d72edd-695x1024.jpg

金山アジサイ園 開園
見頃：6 月中旬～7 月上旬 場所：田川郡糸田町 244 金山アジサイ園入場無料
7,000 株、15 種類のアジサイが咲き乱れ、毎年 3 万人近く訪れます。
http://www.town.itoda.lg.jp/news/detail/110/year:/back:1
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歴史･文化を生かした“まちづくり” 講演会
6 月 24 日(土)13:30～ 場所：田川郡添田町オークホール 入場無料
基調講演：文化遺産を生かした地域活性化について 講師：デービッド・アトキンソン氏
https://www.town.soeda.fukuoka.jp/docs/2017042600011/

飯塚商店街 ６月のイベント情報
●第３９回 百縁市
日 時 ６月１５日（木）１０時スタート

開催場所 飯塚中心商店街の参加店

開催場所： 飯塚市中心商店街界隈の参加店
参加店約８０店舗の店頭に１００円商品や格安商品がずらりと並びます。
人気商品は午前中になくなりますので、お早目にお越し下さい。１３時からは１００円玉で参加で
きる抽選会があります。最低でも１００円チケットが当たり、千円や二千円の商品券が当たります。
詳しくはチラシをご覧下さい。

●はじめてのおつかい
６月１７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：キッズパーク、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

●第２３回逸品お店回りツアー
日 時 ６月２３日（金）１１時～１４時

場 所 飯塚商店街界隈

参加費 千円

募集人数 Ａコース８名、Ｂコース８名 （どの店に行くかは当日お知らせします）
一店逸品の参加店をガイドがご案内して、７店舗を回ります。最後の飲食店で参加費以上のメ
ニューを堪能するツアーです。楽しいツアーに参加して、専門店の良さを再発見して下さい。
お申込み・お問い合わせ

飯塚市商店街連合会 ＴＥＬ0948-29-2110

発 行：NPO 法人住学協同機構筑豊地域づくりセンター 第 30 期筑豊ゼミ
責任者：第 30 期筑豊ゼミ運営委員長 菊川

清

編集者；第 30 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）
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e-mail : chair@chikuzemi.com（運営委員長） sec@chikuzemi.com（事務局長）

