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第 31 期筑豊ゼミ開講式
２０１8 年４月 18 日（水） 於：近畿大学産業理工学部ログハウス
開式のことば
１９：００
祝辞・挨拶
１９：０５
近畿大学産業理工学部

学部長

井原 徹

NPO 法人住学協同機構筑豊地域づくりセンター

理事長

小野正行

近畿大学産業理工学部
地域連携研究センター・筑豊ゼミ研究会アドバイザー の先生方
１９：２０

「第３１期 筑豊ゼミが目指すもの」

筑豊ゼミ 運営委員長

菊川 清

筑豊ゼミ・研究会 紹介
１９：２５

市民遺産研究会

会 長 白神 精一

１９：３０

古代のロマンに酔う研究会

会 長 藤江 文雄

１９：３５

飯塚（中心市街地）このままで委員会

委員長 縄田真照

１９：４０

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

１９：４５

つかこうへいと筑豊研究会

会 長 池田 静子

１９：５０

情報発信/ﾃﾞｰﾀﾃﾞｻﾞｲﾝ研究会

会 長 福田 裕也

１９：５５

学生ビジネス研究会

会 長 安藤 旭信

２０：００

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。
３月２９日遠賀川飯塚中の島
研究会所属未定の方は、５月の例会（５月１６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。
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第３１期 筑豊ゼミ生募集
地域と大学が連携する「住学協同の実験」を標榜して生まれた「筑豊ゼミ」が、30 年を経た今、これからの役
割は何か？｢筑豊ゼミ 30 年記念フォーラム｣では、近畿大学および筑豊ゼミが、大人が学ぶことへの挑戦、若
者の挑戦を応援することではないか？との意見が出されました。
第３１期「筑豊ゼミ」では、「飯塚(中心市街地)このままで委員会」が、商店街、行政、大学および学生を交え
た活動により地域おこしをめざし、「勝手に提案研究会」が建築士会と近畿大学小池ゼミが連携し、学生の新
鮮な視点を生かしたまちづくりを提案し、「古代のロマンに酔う研究会」が古代史に地域の誇りを育み、「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、・地域の今の課題に取り組み、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３１期筑豊ゼミ運営委員長 菊川 清

第３１期「筑豊ゼミ」募集要項
1．場

所

但し、

近畿大学産業理工学部 (飯塚市柏の森11－6)
「古代ロマンに酔う研究会」は飯塚歴史資料館、「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３０年４月～平成３１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１８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３０年３月２１日(水)～４月１８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
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３１期 筑豊ゼミ 研究会紹介
市 民 遺 産 研 究 会

会長 白神 精一

３１期も研究主題に「遠賀川」を掲げ、香月靖晴さんの「遠賀川‐流域の文化誌」など各種資料を活用しなが
ら継続調査していく予定です。中流域まで実施した「歩いて実感遠賀川」今なお稼働中の明治日本の産業革
命遺産「遠賀川水源地ポンプ室」や「河口の芦屋町」まで実施予定です。

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
30 期、期待以上の盛会で終わることができた、「遠賀川上流古代祭～ヒミコを捜そう～」 の成果と課題を精
査し、31 期も引き続き、地域住民の期待に応える第 2 回古代祭りを企画し、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。31 期は、市役所や商工会議所の協力も得ながら、空き店舗対策事業を中
心に取り組んでいきたいと考えています。
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
３１期は、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、「学生が多く住んでいる
だけのまち」から「学生を当事者とする」ような取り組み、例えば「飯塚つなごうＰＲＯＪＥＣＴ」を通して、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。
３１期は、「つかこうへい生誕 70 周年」の取組みとして、①「つかこうへい生誕７０周年の歩み・（足跡を辿る

旅、展示会等）」②筑豊地域の図書館でつかこうへいの本やＤＶＤなどの展示・貸出 ③つかこうへい作の演
劇を筑豊の人たちに観劇の機会を紹介し、つかこうへいを身近に感じてもらいたい。

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： 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 安藤旭信

☆

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。
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第３１期 筑豊ゼミ 年間スケジュール

日
２０１８年
開 講 式
５月例会

６月例会

７月例会

８月例会

９月例会

１０月例会

１１月例会

時

４月１８日(水)

５月１６日(水)
午後７時～９時

午後７時～９時

ログハウス
１号館 ３階 語学教室
ログハウス
１号館 ３階 語学教室

８月２２日(水)
午後７時～９時

ログハウス
１号館 ３階 語学教室

９月１９日(水)
午後７時～９時

ログハウス
１号館 ３階 語学教室

１０月１７日(水)
午後７時～９時

ログハウス
１号館 ３階 語学教室

１１月２１日(水)

ログハウス
１号館 ３階 語学教室

１２月１９日(水)

２０１９年

１月１６日(水)

１月例会

午後７時～９時

ログハウス
１号館 ３階 語学教室
ログハウス
１号館 ３階 語学教室

２月２０日(水)
午後７時～９時

修 了 式

１号館 ３階 語学教室

７月１８日(水)

午後７時～９時

２月例会

ログハウス

６月２０日(水)
午後７時～９時

所

ログハウス

午後７時～９時

午後７時～９時
１２月例会

場

ログハウス
１号館 ３階 語学教室

３月２０日(水)

ログハウス

午後７時～９時

運営委員会
於：市民交流プラザ
4月５日(木)
午後7：00～
5月1０日（木)
午後7：00～
6月７日(木)
午後7：00～
7月５日(木)
午後7：00～
8月２日(木)
午後7：00～
9月６日(木)
午後7：00～
10月４日(木)
午後7：00～
11月1日(木)
午後7：00～
12月６日(木)
午後7：00～
1月１０日(木)
午後7：00～
2月７日(木)
午後7：00～
3月７日(木)
午後7：00～

＊）つかこうへいと筑豊研究会：開講式・修了式以外は、原則 日時：偶数月第３日曜日
午後1時30分～15時30分 場所：善照寺(嘉麻市上西郷590番地 ☎0948-57-0645)
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
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第３０期 筑 豊 ゼ ミ 修 了 式
2018 年 3 月 21 日(水・祝)午後 7 時、近畿大学産業理工学部ログハウスにおいて、第３０期
筑 豊ゼミ修了式が行われました。NPO 法人住学協同機構筑豊地域づくりセンター会長井原徹
学部長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。

井原徹学部長

つかこうへい会長池田さん

市民遺産会長白神さん

学生ビジネス会長安藤さん

古代ロマン会長藤江さん

このままで委員会縄田さん

勝手に提案会長六谷さん

センター理事長小野さん 近大学部長補佐日高先生 経営ビジネス長谷川先生

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理事長小野正幸さん、
近畿大学学部長補佐日高健先生、経営ビジネス学科長谷川先生にご祝辞をいただきました。
その後、井原徹近畿大学産業理工学部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。
今年も筑豊の桜はどこにも負けずに咲いていました。糸田町のアジサイ園の桜は初見でしたが見事です。
八木山(飯塚市)2018/3/30

英彦山権現不動明王 2018/4/1
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糸田町あじさい園の桜 2018/4/1

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/

英彦山神宮 御神幸祭
今年の神幸祭は 14 日午後 2 時に奉幣殿前を出発し、15 日午後 2 時に旅殿を出
発します。護摩焚きは 15 日 10 時から旅殿で行います
場所：英彦山神宮奉幣殿 田川郡添田町大字英彦山１ TEL：0947-82-1236
日本三大修験道の一つ、山岳信仰の重要霊山「英彦山」。田川地区最初の神幸祭開催！
http://hikosanjingu.or.jp/news/?p=2835

王塚古墳 春の特別公開
４月１４日(土) １５日（日） ９時３０分～１６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.town.keisen.fukuoka.jp/ouzuka/contents/event/koukai.html

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１５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 2018

4 月 26 日(木)～5 月 22 日(火) 9：30～17：00（入館 16：30 まで）期間中無休
つつじが咲き誇る国指定名勝庭園を眺めながら、さわやかな風が大広間を通り抜ける、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/234
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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/

第7回
４月２2 日(日)

かわさきパン博 2018

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」今年のテーマは「パンをめぐるなないろの
出会い」で、１３０店舗（パン７０店舗／飲食・雑貨・ワークショップなど６０店舗）が出店予定です。
https://www.welcome-fukuoka.or.jp/member/2545.html

飯塚商店街 ４月のイベント情報
●第４３回 百縁市
日 時 ４月１５日（日）１０時スタート

場 所 飯塚中心商店街の参加店

参加店約７０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
日 時 ４月２１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

●街なか土曜マルシェ
日 時 ４月２１日（土）１０時～１５時

場 所 街なか子育て広場前

商店街近くにある街なか子育てひろば前スペースにキッチンカーやたこ焼き、クレープ、筑穂牛バ
ーガーなどの出店があり、市場（マルシェ）のような賑わいを演出します。
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第三土曜日は、街なかのマルシェでお楽しみ下さい。

●逸品お店回りツアー
日 時 ４月２７日（金）１１時～１４時
参加費 千円

場 所 飯塚商店街界隈

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。
お申込み・お問い合わせ：飯塚市商店街連合会 ＴＥＬ0948-29-2110

４５回

上野焼

春の陶器まつり

４月２７日(金)～３０日(祝・月) 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://www.town.fukuchi.lg.jp/fukuchi_trip/event/1242.html

定禅寺「藤まつり」
4 月 29 日(日) 11：30～

定禅寺境内（福岡県田川郡福智町弁城 3624）

定禅寺にある樹齢 500 年以上の県指定天然記念物「迎接(こうじょう)の藤」。4 月中旬頃から見
頃を向かえ、境内が薄紫色に染まります。藤まつり当日は延命を願って尺八の演奏や藤供養が
行われます。
http://www.f-chousonkai.gr.jp/event/detail32.html

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 31 期筑豊ゼミ運営委員長 菊川
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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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