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９月例会は ９月１９日(水)午後 7 時～9 時
市民遺産研究会(ログハウス)
８月に配布した資料の精査検討
地名に見える富士山(〇〇富士など)

古代のロマンを追う研究会
第２回遠賀川上流古代祭
9 月 16 日(日)

10 時 ～ 15 時穂波交流センター

飯塚（中心市街地）このままで委員会
9 月 11 日(土) 7 時 15 分 飯塚市民交流プラザ
住み続けたいまち・住んでみたいまち～ 勝手に提案研究会
9 月 19 日( 水)午後 7 時 00 分～ 4103 教室（図書館棟 1Ｆ）

つかこうへいと筑豊研究会
9 月は休会です。

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）：
筑豊ゼミ、筑豊住学のホームページリニューアル作業
ドローンの利用について

学生ビジネス研究会
9 月は 3 年生から 2 年生、1 年生に引き継ぎを行い、活動の主体を下級生にできればいい
なと考えています。具体的には 3 年生がいなくても 1、2 年生だけでコーヒープロジェクトやその
他の活動ができるようになることが目的です。
３月２９日遠賀川飯塚中の島
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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

筑豊炭田遺跡群が国指定史跡の答申を受けた目尾炭鉱跡の貴重な記録資料として｢筑豊
石炭産業近代化の先駆者杉山徳三郎の事績と関連資料遺産」 (長弘雄次著 九州大学資料館
産業経済資料部編集・発行)の配布があった。資料には目尾炭鉱の歴史や杉山徳三郎の生い立

ち、スペシャルポンプにようポンプ揚水の成功や発掘調査の他、幸袋工作所や嘉穂劇場などの
筑豊炭田の関連遺産群が年表や地図入りで簡潔明瞭に紹介された貴重な資料だった。
関連行事として田川・飯塚・直方 3 市によるリレー講座(12 月・1 月・2 月)が企画されている。
また、8 月 29 日(水)に開催予定の｢地域づくりセミナー｣(講師：西日本新聞社筑豊総局長 高
木昭彦氏)の周知、協力の要請がなされた。
余談として、甲子園 100 回記念大会が話題となり、優勝した大阪桐蔭高の校歌作曲者は大
川進一郎。彼はクラリネット奏者であり、関西フィルハーモニー交響楽団を立ち上げた。また、三
洋電機開発技師として日本で最初の 2 ドア冷蔵庫を開発し、現在は大阪桐蔭高の地元、大東
市で大型ショッピングセンターを数店舗展開中の事業家である。
準優書した金足農高の校歌作曲者は岡野貞一。岡野は高名な音楽家で、｢故郷｣｢春の小
川｣｢朧月夜｣｢春が来た｣｢紅葉｣など日本人になじみ深い名曲を数多く作曲している。
次回までの各自配布資料の精査検討を約して、お開きとなった。

古代のロマンを追う研究会

会長 藤江文雄

第２回遠賀川上流古代祭
主催：遠賀川上流古代祭り実行委員会
古代文化が栄えた遠賀川流域は古墳や遺跡がたくさんあります。埴輪や土笛、
勾玉づくり、火おこし、土器ひろいなど、古代の文化を体験しよう！その他、ステージ
イベント、バザーなど楽しい催し盛りだくさん。
「I am Himiko」ではヒミコになりきってステージに登場してくれる人大募集！
性別・年齢問わず。グループ参加も大歓迎！
お申し込み・お問合せ先： TEL 090-4988-7454(藤江)、FAX 0948-23-6579

http://www.kankou-iizuka.jp/events/250
【日時】平成 30 年 9 月 16 日（日）10:00～15:00
【会場】飯塚市穂波交流センター

〒820-0083

福岡県飯塚市秋松 408

【お問合せ】 TEL 090-4988-7454(藤江)、FAX 0948-23-6579
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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
１．つなぐカフェ＠飯塚について
１０月１日（月）にオープン
７月１８日の韓国人ツアーの東町三叉路でのおもてなしは、売上は多くないが、とても喜ばれた。
市職員の中から「つなぐカフェ応援団」などして頂きたい。市役所へ就職希望の学生との懇談
会など。
２．

近畿大学学生による商店街フィールドワーク後期について

３名✕６グループ １８名の予定。カフェの学生スタッフは１５名程。
①

現地オリエンテーション１０月１日（月）つなぐカフェに集合 １３：５０～１６：００

・市職員より、商店街の現状と今後の課題のレクチャー ２０分
・まち歩き ９０分
・ふりかえり（意見交換）２０分
②

現地調査１０月９日（月）、１５日（月）

グループごとに商店街を歩いて魅力ある店舗づくりの視点から「良いところ」と「悪いところ」を見
つけて地図上に整理する。提案対象とする空き地・空き店舗を決める。
③

魅力ある店舗づくりの提案整理

現地調査結果をもとに、学内でグループ作業を実施する
④

魅力ある店舗づくりの提案まとめ・現地での情報収集 １１月１２日（月）、１９日（月）

まちづくりの提案事項について、現地で確認し具体的な提案内容をまとめる
⑤

提案とりまとめ

学内でとりまとめ作業の実施
⑥

最終報告会 １２月１７日（月）

３．空き店舗お試し出店について
筑豊マルシェを取りまとめている人に出店を打診中で、現在３名は確定。電気を通して使える
空き店舗は、本町３、東町２～３店舗程になりそう。９月末には参加説明会を行う予定。
この空き店舗なら開業の際に初期投資がいくらなど明示できたらいい。お試し出店に参加した
人に書いてもらうアンケート項目を次回の委員会までに考えてくる。久留米の例などを聞く。
直近３年以内に商店街に出店された人に現在の課題などを聞いたらどうか。
次回の委員会は、９月１１日（火）１９時１５分市民交流プラザ（あいタウン２Ｆ）
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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 30 年 8 月 22 日(水) 19 時から 近畿大学産業理工学部 4103 教室にて 8 月例会を行い
ました。大学が夏休み期間のため出席者は 12 名でしたが、「ぶらり市」の準備進捗状況の確認
を行いました。
1.アーチ設置：赤尾組打合せ・警察 道路使用許可事前相談
2.デッキ作成：チクモクとの材料搬入日程確認
3.チラシは 9/10 までに完成させる
なお、バルは 10/28 の夜に実施(昼の実証実験と同じ日)をすることになりました。
今後、昼から夜への流れについてスケジュールを詰めていくことを確認しました。
他のイベントと日程が同日のため発電機等の必要機材調達方法の検討が必要ということが課
題です。

その他、「飯塚つなごう PROJECT」の次の検討地域についても話合いました。
その候補として菰田地区を検討しました。市場の移転や飯塚駅前の状態などを考えるとみんなで
考えていくことが必要だと考えます。
実は菰田地区は遠賀川 中の島河川敷で新飯塚ともつながっていることに気が付かされました。

また、8/25（土）に前回の実証実験で使用したデッキを使用して飯塚市庄内の「庄四季物」で小
池ゼミが近大カフェを行いました。
新飯塚商店街での事例と同様に新たな空間の提案を行うことができ、手ごたえを感じました。

イベントの様子

デッキを重ねることでイスとなる提案
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特製ぬりえも登場！

つかこうへいと筑豊研究会

会長 池田 静子

◇◇◇◇◇つかこうへいの生誕 70 周年の取組みについて◇◇◇◇◇
つかこうへい氏は 1948 年 4 月 24 日生まれ。今年は生誕 70 周年です。「つかこうへいと筑
豊研究会」では今後、生誕 70 周年の取組みとして以下のような計画を予定しています。
詳細が決まり次第、順次お知らせいたします。
●「つかこうへい全集」を筑豊地区の図書館、高校・大学等に寄贈
筑豊地区の図書館や高校・大学などに、出版社「エアクレーレン」様のご協力を頂き、「つかこ
うへい全集」を寄贈して頂けることが決定いたしました。つかこうへい氏の作品を、筑豊地区の高
校生や大学生など多くの若者たちに読んで親しんでほしいという思いから、出版社「エアクレーレ
ン」様にお話をしたところ、快くご協力をいただくことになりました。
現在、筑豊地区の図書館や高校・大学などに呼びかけて、寄贈を希望される図書館や学校
を巡り話を薦めております。
つかこうへい氏の芝居が筑豊でも楽しめて、若者が良い文化に触れられる機会が増えて、地
域が活性化されることを願うものです。

＊＊１０月の定例会は９ＰＲＯＪＥＣＴの大分公演の観劇会ツアー＊＊
「つか版・忠臣蔵」
原作=つかこうへい

（つかこうへい生誕 70 年記念ツアー公演！）

脚本・演出=渡辺和徳

出演=岩崎祐也・高野愛・相良長仁・鈴木利典・新澤明日・小川智之・宮迫誠・
仲道和樹・大江裕斗
大分公演=10 月 24 日〜25 日＠ホルトホール大分 小ホール

開演：１９時～

料金=一般 3,500 円・学生 2,500 円（どちらも前売・当日とも）

◇◇◇９ＰＲＯＪＥＣＴ

大分公演

観劇ツアーの参加者を募集します

日程：10 月 25～26 日(1 泊 2 日)
9PROJECT はつかこうへい作品を中心に上演し続けている劇団ユニット.。
つかこうへい氏に直接指導を受けた俳優・高野愛、小川智之 と 演出・脚本の渡辺和徳たちによって結成。
予定では 10 月 25 日午後に到着後、9ＰＲＯＪＥＣＴの劇団員との交流を予定。19 時からの公演を観劇します。
26 日はつか氏が愛した大分市内のゆかりの地を元大分劇団の方に案内して頂き、足跡を辿ります。
尚、ツアー公演に参加ご希望の方は、池田（ＦＡＸ：０９４８－６５－１４１４）までご連絡を下さい。詳しいことが
決定次第ご連絡致します。
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情報発信/データデザイン研究会

会長 福田裕也

皆様, いかがお過ごしでしょうか。私は夏の暑さに負けました。
さて、皆様覚えていますでしょうか。我々の活動目標であるホームページのリニューアルについて。
と、いうわけでリニューアルについて少しお話したいと思います。
初めに、筑豊ゼミのホームページについてです。
現在、筑豊ゼミのホームページをリニューアルするために WordPress でテスト環境を構築して、プロト
タイプモデルを作成中です。

画像 1 トップページ-1 枚目

画像 2 トップページ-２枚目

上の画像は、テストで作成した筑豊ゼミのトップページになります。（画像小さくてごめんなさい）
上から
―タイトル
―筑豊ゼミの概要
―人気のある記事
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―最新の投稿
―アーカイブス（未定） もしくは 行事予定?
―研究会一覧
の順に項目を並べていますが、今後変更する可能性は大いにありますのでご了承ください。
今後の目標としては、トップページの完成、各研究会のページの作成、アーカイブスの作成など
があげられます。
といった感じでちょこちょこ作業は進めていっているのでもうしばらくお待ちください。
次に筑豊地域づくりセンターのホームページについてです。
９月６日の運営委員会で話が上がったようですが、リニューアル、します。
とりあえず、現在の状態では記事、画像、ファイルのアップロードが行いづらいです。なので
新たに WordPress で作り直すことで、これらの問題点を解消しようと考えています。
また、ホームページのデザインなどについてご意見、ご要望などがありましたらお気軽にお申し付
けください。
次は、ドローンの利用についてです。
７月ごろ、学校の教授に頼み込んで、大型のドローンとカメラをお借りしたのですが、バッテリー
が経年劣化により使用できない状態にありました。なので pdd 研の研究費を用いてバッテリーを購
入させていただきました。（ありがとう！）
というわけで、今後はイベントなどに赴き, ドローンを用いて撮影をしてそれを活動報告として SNS
や筑豊ゼミの一記事として掲載すると思います。
手始めに、第２回遠賀川上流古代祭の様子を撮影してみようと考えています。ただ、許可なくドロ
ーンを飛ばすと pdd 研の今後の活動生命と私の人生にかかわるのでイベント運営者に掛け合って
みようと考えています。
といったところで８月の活動報告と９月の活動予定報告を終わらせていただきます。
駄文をここまで読んでくださり、ありがとうございました。
９月に入り気温も下がってくると思うので、皆様お体には十分お気を付けください。

学生ビジネス研究会

会長 安藤旭信

夏休みで休会

8

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/

クリハラナミ：This is what I am.私は私なの
日 時： 8 月 22 日（水）～10 月 14 日(水)
場 所：直方谷尾美術館

9:30～17:30

本館 ミニギャラリー電話室三八番

(直方市殿町１０−３５ )TEL 0949-22-0038
入場料： １００円

高校・大学生：５０円

土曜日は高校生の入館無料

中学生以下 ：無料
身体等に障害のある方は入館無料

http://yumenity.jp/tanio/

サイエンスモール in 飯塚 2018
日 時：9 月 15 日（土） 10:00～15:00

16 日(日) 10:00～16:00

場 所：飯塚コミュニティセンター（図書館が入っている建物・飯塚市飯塚 14-67）
子供たちに科学の面白さ、楽しさ、不思議さを体験してもらいたいという想いから始まった科学イ
ベント。わくわく・ふしぎがいっぱい！の２日間。
http://www.kankou-iizuka.jp/attached_files/event/eve_image/245/2018______________640.jpg?1531901827

木もくまつり in 英彦山
日 時：9 月 15 日（土） 16 日(日) 10:00～16:00
場 所：ひこさん花工房（田川郡添田町大字英彦山１２７）
子どもから大人まで、木のおもちゃや遊具、木工体験、チェーンソーカービング実演などなど
「木」をテーマに楽しみながら学べるイベントです。
添田町の特産品や美味しいモノが盛り沢山の飲食ブースもあります
https://www.hikosan.net/mokumoku/

かわさきフェスタ 2018
日 時：9 月 16 日(日) 13:00～20:30
場 所：川崎町民運動公園・Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館（川崎町大字川崎 1348 番地の 1）
料 金：大人３００円 子ども１００円 ※３歳以下無料
川崎町制施行 80 周年を記念して、子どもからお年寄りまで様々な世代の人々が楽しめ、地元
への誇りと愛着、郷土愛を育んでもらえる、町民参加型の新たなイベントを開催します。
http://tagawa-net.jp/s/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/kawasaki_a4_blue.pdf
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飯塚商店街 ９月のイベント情報
●飯まち秋のプレミアムセール
日 時：９月１日（土）～

開催場所：飯塚商店街のプレミアム商品券取扱店

９月１日より、事前予約で当選された方に発売される飯まちプレミアム商品券。
飯塚商店街の取扱い加盟店で、独自のセールやプレミアム商品券でお買物すると、色々な
特典やサービスがあります。詳しくは商店街各所に置いているチラシをご覧下さい。

●飯まち土曜マルシェ
日 時 ９月１５日（土）１０時～１５時

場 所 街なか子育てひろば付近（アーケード内）

街なか子育てひろば付近の商店街アーケード内で、キッチンカーやからあげ、クレープ、シフォ
ンケーキなどの出店があり、市場（マルシェ）のような賑わいを演出します。
毎月第三土曜日は、街なかのマルシェでお楽しみ下さい。

●第８３回 いいづか商店街ツアー参加者募集
日 時：９月２７日（木）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、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

ＥＬ 0948-22-1007

第１回 かまナイトウォーキング
日 時：9 月 22 日(土)

受付：16：00 ～ 17：45 開会式：18：00

スタート：10 キロ 18：45 / 20 キロ 18：30
場 所：嘉穂総合運動公園（嘉麻市上西郷１４２８番地１）
嘉麻市の自然を感じながら、夜道を歩きます。コースは１０キロと２０キロを用意し、コース途中の
エイドステイションでは、嘉麻市の「梨」や「わらび餅」などを提供。ゴールでは豚汁を振舞います。
会場では物産販売ブースの出店も予定しています。
http://www.e-kama.net/files/e785abdcbed1c16013a1eb66e54c9a35.pdf
http://www.e-kama.net/night_walking/
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旧伊藤伝右衛門邸秋の企画展 2018

愛を貫いた三人のアキコ
日 時： 9 月 27 日（木）～11 月 14 日(水) (開催中無休)
場 所： 旧伊藤伝右衛門邸(飯塚市幸袋 300 番地

ＴＥＬ 0948-22-9700)

明治、大正、昭和の時代を、型破りなやり方で新しい女性の立場に突き進んだ「柳原燁子」、
「与謝野晶子」、「江口章子」の 3 人のあき子を紹介します。
http://www.kankou-iizuka.jp/attached_files/event/eve_image/246/2018___________650.jpg?1532996748

Charity Art Exhibition Oppai、2018

おっぱい展
日 時： 10 月 1 日（月）～10 月 8 日(月・祝)
場 所：いいかね Palette (田川市猪国 2559：旧猪位金小学校 )TEL 0947-49-3300
入場料： 無料(別途参加費が
必要な場合あり)
●全国から公募した OPPAI アート作品展示
独特な世界観で
表現されたアート作品はど
れも新鮮で
刺激的。普段、なかなか触れ合う ことの
で
きない作品ば
かり。全国から公募したアーティストによる OPPAI ワールド
。
出展アーティスト：

Riki yamaneko (沖縄県)

集団たま。（東京都）

岡村しんし（福岡県）

クリハラナミ（福岡県）

https://oppai-art.localinfo.jp/

発 行：NPO 法人住学協同機構筑豊地域づくりセンター 第 31 期筑豊ゼミ
責任者：第 31 期筑豊ゼミ運営委員長 菊川

清

編集者；第 31 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 31 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）

11

