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１０月例会は１０月１７日(水)午後 7 時～9 時
市民遺産研究会(ログハウス)
福智の里と上野焼(会員による情報提供)
長寿祝いとその由来について

古代のロマンを追う研究会
１０月例会は休会 11 月第 2 火曜日１５時から穂波交流センターで祭りの総括

飯塚（中心市街地）このままで委員会
１０月９日(火) 7 時 15 分 飯塚市民交流プラザ
１．空き店舗お試し出店について
２．つなぐカフェについて
３．その他フリートーク
住み続けたいまち・住んでみたいまち～ 勝手に提案研究会
１０月 １９日( 水)午後 7 時 00 分～ 4103 教室（図書館棟 1Ｆ）
10/28 ぶらり市での第 2 回実証実験について

つかこうへいと筑豊研究会
10 月 25～26 日(1 泊 2 日)

９ＰＲＯＪＥＣＴ 大分公演 観劇ツアー

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）：
・筑豊住学 HP リニューアル-現状報告
・ドローンの利用について.
・つなぐカフェで利用するシステムの作成について.

学生ビジネス研究会

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

記録的な猛暑が続いた今年の夏、その影響もあってかここ数回は、決して若くない研究会のメ
ンバーの例会への欠席者が目立つようになった。今回は宮若市の｢石炭記念館｣の案内と｢筑
豊炭田近代化産業遺産群関連資料｣＜筑豊近代遺産研究会編＞が配布された。
前者には貝島炭鉱の概要と沿革が、後者には郷土の炭鉱創業者の人物紹介や筑豊各地
の近代化遺産が、写真付きで分かりやすく紹介されていた。
前回の課題だった杉山徳三郎については、彼の生い立ちと業績、伊藤博文や福沢諭吉との
交友関係も報告された。
別件では、商店街の空き店舗の有効活用についての協力依頼がなされた。
また、研究会の方向性についても検討がなされ、既報告や未発表にかかわらず会員の当番
制として、30 分程度の持ち時間で、内容の再吟味や新たな情報提供をすることが決まった。
早速、次回には｢福智の里と上野焼｣に関する資料などの提供者が決定した。
予告テーマの｢地名に見る富士山｣では、全国各地にある富士見町・ご当地富士などの名称
の由来、特に富士山と大相撲の四股名については興味深い話だった。
次の例会は秋も深まる神無月、全員元気でお会いできることを楽しみにしています。

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」を 9 月 16 日（日）穂波交流センター及び穂波体育館で開催しま
した。
好天に恵まれ、５００人ほどの来場者を得ました。昨年は初回とあって試行錯誤の状態でした
が、２年目とあって行政関係をはじめ多くの団体・個人の協力をいただき、意義深い催しを実現で
きました。来場者の中から「楽しかった」という声を幾人からもいただきました。
最近、北部九州、特に遠賀川流域が見直されてきています。今までは邪馬台国の存在した地
域は関西地方という説が強く唱えられていましたが、そうではなく、北部九州説が台頭しはぜてい
ます。先史時代から私たちが居住する当地域の歴史的な意義を学習し、遠賀川流域の優越性
を主張できるようになって欲しいと痛感しています。そのためにも、学究的な研鑽を積みながら、一
方色々な催し物を企画し、歴史の嵐を吹かせなければと想っています。
◎１０月の例会は休み、１１月の例会を第２火曜日に、穂波交流センターで１５時から開き、祭
りの総括を行う予定です。
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飯塚（中心市街地）このままで委員会
委員長

～飯塚のまちについて何でも語ろう～
２０１８年９月１１日（火）

１９時１５分 市民交流プラザ

縄田 真照

出席者９名

西日本新聞高木総局長より・・・２５年振りに飯塚の街を歩いて驚いた。３回くらい行ったが、定
休日かなと思うくらい淋しかった。
長谷川先生より・・・イベント時は多くの人が訪れているが、日頃の賑わい作りに繋がっていない
ようだ。

１． 空き店舗お試し出店について
１０月２４日（水）～２９日（月）の６日間 １０時～１６時
現在６店舗が使用出来る予定（本町：ジョイプラザ１Ｆ、西鉄旅行跡、カワムラ跡、東町：さかえ
屋跡、ヒバリカフェ跡、おかみの足湯跡）
参加者は筑豊マルシェ関係者４人、飯塚観光協会などが確定。チラシを作り一般募集も行う。
参加説明会は１０月４日又は５日で、１５時より。飯塚高校製菓コースのプチフルに出店依頼して
はどうか。
参加者アンケート（別紙）設問：今後、商店街に出店するなら、どのような条件を希望します
か？ ａ.家賃が安い（希望価格を）ｂ.場所がいい（どこの場所か）ｃ.店舗面積（何坪くらい）
ｄ.設備（具体的に）ｅ.出店するつもりはない（理由を）
無記名でなく、名前、連絡先を書いてもらうこと。

２． つなぐカフェについて
オープン用のポスターデザインを担当する学生がいる。男性で透明感のある絵なので、商店街
のポスターやポップに起用出来ないか。
次回の委員会は、１０月９日（火）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 30 年 9 月 19 日(水)19 時から近畿大学産業理工
学部 4103 教室にて 9 月例会を行いました。[参加者：17
名] 新たに､ゼミの活動に賛同いただいた一級建築士の
方が加わっていただけることになりました！今後がますます
楽しみです。
今回は、各イベントの準備状況等の確認及び打合せを行いました。
①. 10/14 の「遠賀川流域フェスタ!!! ｉｎ 飯塚」では、遠賀川の土手に木製デッキを使用してイ
ベント用ステージを設置予定。
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⇒商店街での「日常空間を考える取り組み」とは違い、
「非日常を考える取り組み」をテーマとする。
②.10/28 の「ぶらり市」 での「空き店舗リノベーション」につ
いてプレゼンテーションがありました。
⇒空き店舗隣のスペースも貸していただけるようになった
ので､隣あった二つのスペースを有効生かした提案
ができるよう考えていくことになりました。
「ぶらり市」と「いいづか街道まつり」、「ＪＲ九州ウォ
ーキング」のコラボイベントにより飯塚のまちがつな
がることができそうで楽しみです！！
また 12/14（金）～25 日(火)には新飯塚駅前広
場にて、「Ｘ‘ｍａｓマーケット ｉｎ 飯塚」が開催される
そうです。（Ｘ’mas マーケット実行委員会によるイベ
ントです）
ヒュッテ(山小屋のような店舗)が並ぶマーケット会
場でのイベントでＸ’ｍａｓの新飯塚駅前をいいムード
にしてくれそうです。楽しみですね！
詳しくは http://www.sai-s.biz/Xmas/top をご覧くださ
い。
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つかこうへいと筑豊研究会

会長 池田 静子

つかこうへいと筑豊研究会 会報 No.3 が発行されました。筑豊ゼミのホームページ
をご覧ください。
http://chikuzemi.com/?p=3201

＊＊９ＰＲＯＪＥＣＴの大分公演のご案内＊＊
つかこうへい生誕 70 年記念ツアー公演！
「つか版・忠臣蔵」
原作=つかこうへい

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（嘉麻市出身）・大江裕斗
大分公演日程 : 10 月 24 日～２５日
会

場 ： ホルトホール大分

開

演 ： １９時～

＜料 金＞ 一般 3,500 円
◇◇◇９ＰＲＯＪＥＣＴ

小ホール

学生 2,500 円（どちらも前売・当日とも）

大分公演

観劇ツアーの参加者を募集中◇◇◇

日程：10 月 25～26 日(1 泊 2 日)
10 月２５日(木)
昼食後
宿泊先

博多駅

９時０１分発

→

大分駅

１１時０６分（２時間５分）

９ＰＲＯＪＥＣＴ劇団員との懇談会あり。１９時からの公演を観劇します。
未定（大分駅前のホテル

宿泊費約 5000～8000 円）

各自で予約も可。

10 月２６日(金) 元大分市つかこうへい劇団員の衛藤延洋氏につかこうへい氏が
愛した場所やゆかりの場所を案内して頂きます。
大分駅

１５時１１分発

→

→

→

博多駅

１７時２８分着（２時間１７分）

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です。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・脚本の渡辺和徳によって結成。
主に、70～80 年代のつかこうへい作品を中心に演劇活動をしている劇団。特徴は、つか作品の
面白さを、俳優たちが全身で体現。中でもつか氏が選びぬいた「言葉の力」を大切に、戯曲を一
切書き換えることなく表現される作品となっており、当時つか作品に熱狂した世代からは、大き
な支持を受けている。
この機会に、つか芝居の熱い『つか版・忠臣蔵』を一緒に鑑賞しませんか？
ツアーに参加希望される方は 10 月 20 日までにお申し込みください。
問合わ先：
「つかこうへいと筑豊研究会」☎ 090－4474－8051（池田まで）
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情報発信/データデザイン研究会

会長 福田裕也

活動報告
8月 ：
－筑豊ゼミのホームページリニューアルに伴い, Wordpress でテスト環境を構築。
－筑豊住学のホームページリニューアルを受託.
9 月；
－筑豊ゼミのホームページリニューアル（進捗なし）
－筑豊住学のホームページリニューアル作業を開始.（現在作業を行っているサイトは「コチラ」
－10/27, 10/28 に嘉麻市立織田廣喜美術館で開催されるイベントの様子をドローンを用いて撮
影してもよいかどうかの問い合わせに行った. 回答は近日中に出るそうだ.
－つなぐカフェ@飯塚で使用する会員登録システムの作成を, 私含め pdd 研会員 2，3 名で担
当することになったので, そちらの作成を行っている.
―WordPress に記事をアップロードする方法を記載したプリントを研究会員の一人が作成してくれ
たので, 10/4 日の運営委員会にて配布させていただきます.
10 月（予定）
－筑豊住学のホームページを使える状態にして, 現在のページから移行しようと考えている.
－飯塚商工会様と連携して行われる, ”スマートフォンの講習会-SNS 編“の講習用資料の完
成を目指す.
－織田美術館にてドローンを飛ばす許可が下りれば, それに向けてドローンの操縦練習を行う.
－場合によっては, 現在のものよりも小型のものを購入する可能性がある.
－つなぐカフェ＠飯塚で使用するシステムを 10 月中旬, もしくは下旬までに完成するよう目指す.
以上

学生ビジネス研究会

会長 安藤旭信
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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/

上 野 焼 秋 の 窯 開 き
日 時：10 月 12 日(金)～14 日(日)

9:00～17:00

場 所 上野焼陶芸館・各窯元 田川郡福智町上野 2811 番地（上野焼協同組合）
「秋の窯開き」は春とは趣を変え、参加窯元が工夫を凝らした新作や創作の品々を発表する
貴重な機会。県内外から多くの陶芸ファンが駆けつける人気イベントです！
陶の里に訪れた秋の魅力を、ぜひ五感で楽しみながらご堪能ください。
http://www.aganoyaki.or.jp/
http://tagawa-net.jp/s/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/7e82023b65e3134acec83c4dbc4fb1b4-1-768x571.jpg

Fukuchi Find Festival 2018 福智スイーツ大茶会
日 時：10 月 13 日(土)～14 日(日)
場 所: 福智町金田ドーム

10:00～16:00

田川郡福智町金田 1171-1

2 日間で 3 万人が来場し、50 店舗を超える県内有名スイーツ店が集結する
九州最大規模のスイーツイベント。
http://www.town.fukuchi.lg.jp/fukuchi_trip/event/103.html
http://tagawa-net.jp/s/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/7e82023b65e3134acec83c4dbc4fb1b4-1-768x571.jpg

I LOVE 遠賀川 ＆ 遠賀川流域フェスタ
日 時：10 月 14 日(日)

場 所 遠賀川河川敷

I LOVE 遠賀川 : 野鳥観察会 8:00～ 開会式 9:50～ 清掃活動 10:00～11:00
遠賀川流域フェスタ in 飯塚：11:00～14:00
◆かわひらたの乗船会 ◆カヌーの親子体験＆カヌーゲーム
◆遠賀川流域情報展示 ◆ウッドデッキ(くつろぎスペース・ショウスペース：フラダンス・ヨガ)
◆流域特産品展 ◆親子工作コーナー◆ウッドデッキ（子供の遊び場）
ステージでは ◆ハルのミニコンサート◆吹奏楽演奏会◆ダンス
http://www.kankou-iizuka.jp/events/252
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飯塚商店街 １０月のイベント情報
●第１１回 ～得する街のゼミナール～いいづかまちゼミ
日時： １０月１２日（金）～１１月２０日（火）

開催場所：飯塚市中心商店街界隈の参加店

まちゼミとは、お店の店主やスタッフが講師役となって、お客様に役立つ専門知識や技術を無
料で教えるものです。ゼミといっても内容は簡単なものばかりですので、お気軽にご参加下さい！
詳しくは、飯塚市報折込チラシや参加店、商店街各所に置いているチラシをご覧下さい。
お問い合わせは（株）まちづくり飯塚 ＴＥＬ0948-29-8221

●第４５回 百縁市
日 時 １０月１５日（月）１０時スタート

場 所 飯塚中心商店街の参加店

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。
お問い合わせは飯塚市商店街連合会 ＴＥＬ0948-29-2110

●はじめてのおつかい
日 時 １０月２０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、コマ回し
お問い合わせ・お申込みは飯塚商工会議所

ＴＥＬ0948-22-1007

●飯まち土曜マルシェ
日 時 １０月２０日（土）１０時～１５時

場 所 街なか子育てひろば前

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、シフォンケーキ、
野菜詰め放題などの出店があり、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２８回 逸品お店回りツアー
日 時 １０月２５日（木）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）
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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

遠賀川流域古墳・遺跡同時公開
日時： １０月 20 日(土) 21 日（日） ９時３０分～１６時
1．王塚装飾古墳(国指定)桂川町寿命 376 番地 TEL：0948-65-2900
2．水町遺跡群（県指定） 直方市殿町 7-1 TEL：0949-25-2326
3．川島古墳 11 号墳（県指定） 飯塚市川島 407 外
4．小正西古墳（県指定） 飯塚市小正
5．沖出古墳（県指定） 嘉麻市漆生 78-1 外
6．伊方古墳（県指定） 田川郡福智町伊方 3946
※国指定史跡「城山横穴群」は整備が終わるまで一般公開は行っていません。ご了承ください。
7．夏吉古墳群 1・21 号（市指定） 田川市大字夏吉 2657 外
8．建徳寺 2 号墳（町指定） 田川郡大任町大字今任原 1670
9．戸山原古墳 1 号墳（町指定） 田川郡川崎町大字安真木 4974
◆参加料：無料。当日、現地で受付。◆解説：解説員が、当日のみ、現地で説明を行います。
また、当日のみの体験教室などを実施するところがあります。
古墳マップが下記アドレスにあります。
http://www.town.keisen.fukuoka.jp/ouzuka/pdf/map_onga.pdf

筑前の國いいづか街道まつり
日時： １０月２８日（日）１０時～１６時

開催場所：飯塚中心商店街界隈

当日は、本町・東町の特設ステージで、和太鼓の演奏や演歌歌手、ハイカラ一座、アイドルな
どのパフォーマンスがあります。他には、時代仮装行列、ストリートダンス、綱引大会、黒龍舞術
団の変面ショー、フードコーナー、忍者あそび、お祭り広場など盛り沢山の内容で、飯塚の街が
祭り一色となります。是非ご来場下さい。
お問い合わせは飯塚観光協会 ＴＥＬ0948-22-3511
http://www.kankou-iizuka.jp/events/248
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内野宿街道まつり
日時： １０月２８日（日）１０時～１６時

開催場所：長崎屋 内野宿展示館前

内野宿散策・ウォークラリー・お食事処(ながのばあちゃんの郷土料理弁当・抹茶セット・ぜんざい)
お問い合わせは筑穂交流センター ＴＥＬ0948-72-2204
http://www.kankou-iizuka.jp/events/253

しんいいづか商店街ぶらり市
日 時：10 月 28 日(日) 昼の部 10:00～15:00 夜の部 18:00～20:00
場 所：しんいいづか商店街
近畿大学学生によるしんいいづか商店街デザイン実験「しんいいづか商店街ぶらり市」同日開
催される JR ウォーキング、 いいづか街道まつりと一緒にスタンプラリーを完成させて商品ゲット！
「勝手に提案研究会」の活動報告(3～5 ページ)も参照してください。
http://www.kankou-iizuka.jp/infos/718

第 3 回 福岡県まちゼミフォーラム

元気な仲間たち交流会 in 飯塚
日 時：11 月 9 日 15:00～17:30 (交流会 18:00～19:00)
場 所：嘉穂劇場（飯塚市飯塚５－２３、Tel 0948-22-0266
基調講演 講師：松井 洋一郎氏 (岡崎まちゼミの会代表)
テーマ：「ともに考えよう／地域の中での個店の役割」
「商業活性化の切り札」として注目を集める「まちゼミ」について、各地で行われている効果的な事例を
共有し学びあいます。定員は 120 名（先着順）、申込締切は 10 月 26 日（金）です。
https://www.chuokai-fukuoka.or.jp/filedb/201809/20180928machismoforum.html

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）
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