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平成 26年 12月

25日

筑豊圏域 15市 町村
企画担当課長・観光担当課長 殿
地域団体代表者 殿

福岡県企画 。地域振興部広域地域振興課
石 田 賢 哉
地 域 企 画 監

平成 26年 度地域づ くリネ ッ トワー ク福 岡県協議会
筑豊 ブ ロック会議への参加について (依 頼)

時下、益 々御清栄のこととお慶び申 し上げます。
また、平素より筑豊地域 の広域 地域振興 の推進 につ きま しては、格別 の御高配 を賜 り厚
くお礼申 し上げます。
さて、福岡県が事務局 を務 めます 「地域 づ くリネ ッ トワーク福岡県協議会」 では、地域
づ くり団体相互 の交流促進や県市町村 との情報交換 を目的 として、筑豊ブ ロック会議 を開
催 してお ります。
つ きま しては、本年度 の筑豊 ブ ロ ック会議 を別紙 2の とお り、開催 いた します ので、御
多忙 の折 とは存 じます が、何卒、御 出席 いただきます よ うお願 い します。

記

1

筑豊 ブ ロ ック会議

(1)日 時
(2)会 場

(3)内 容

2

平成

27年

1月

19日

(月

)13時 00分 〜 16時 00分

(予 定 )

①飯塚市歴史資料館 (飯 塚市柏の森 959‑1)
②麻生大浦荘 (飯 塚市立岩 1060)
別紙 2の とお り

回答
平成 27年 1月 9日

(金 )ま

でに別紙 1に より御回答 ください。
連絡先 地域づ くリネ ッ トワー ク福岡県協議会
筑豊 プロック会議事務局
(福 岡県広域地域振興課 担当 :新 平)

TEL1 0 9 2‑643‑3180(直
Rヽ X:092‑643‑3164
E― mail

通)

shinhira t67880pref fukuoka lg jp

平成 26年 12月 25日
県広域地域振興課

づ くリネ ッ トワー ク福岡県協議会 筑豊 プロック会議 につい
地域づ くリネ ッ トワー ク福岡県協議会 筑豊 ブ ロ ック会議 は、地域づ くり団体
相互 の交流促進や県市町村 との情報交換 を目的 として開催 してお ります。
本 ブ ロ ック会議 では、昨年 「筑豊炭鉱 の黄金時代」 とい うテーマ を取 り上げ
て開催 しま したが、今年度 は、NHKの 朝 の連続テ レビ小説 「花子 とアン」が
放送 され、「旧伊藤伝右衛 門邸」をは じめとした筑豊地域 の炭鉱遺産 が注 目を集
めま した。全 国か らも多 くの観光客が筑豊へお越 しにな りま したが、筑豊 の黄
金時代 の魅 力を伝 える遺産や、知 られ ざるエ ピソー ドがまだまだ眠 つてい るこ
とと思います。
今回の筑豊 ブ ロ ック会議 では、昨年度 に引き続 き、筑豊地域 に共通 した 「筑
豊の炭鉱 Jに ついて掘 り下げてまい ります。そ こで、筑豊炭鉱 の近代史に関す
る新進気鋭 の研究者 として知 られ る 竹川 克幸氏 (麻 生西 日本新聞 TNC文 化
サー クル事務局長)に 、「筑豊炭鉱 の黄金時代 と炭鉱 王」 に関す る基調講演 を行
っていただき、フィール ドワー クにおいては、炭鉱 関連遺産 の一つ で もある「麻
生大浦荘」 を見学 していただきます。 その後、炭鉱 関連遺産 を活用 した観光振
興に関す る事例発表 を実施 したい と考 えてお ります。
地域づ くりに取 り組む皆様 におかれま しては、是非 とも筑豊 ブ ロ ック会議ヘ
ご参加 いただき、今後 の活動に役立てていただければ と存 じます。

1
2

日

時

会

場

3

次

)13時 00分 〜 16時 00分
①飯塚市歴史資料館 (飯 塚市柏 の森 959‑1)
②麻生大浦荘 (飯 塚市立岩 1060)
平成 27年 1月

第
(1)開 会 13:00〜 13:10
事務局挨拶
会長挨拶

19日

(月

石 田 賢哉 地域企画監
野見山 ミチ子 会長

(2)地 域づ くり基調講演 13:10〜 14:00
「筑豊炭鉱 の黄金時代 と炭鉱王について」 (仮 )
麻生西 日本新聞 TNC文 化 サー クル事務局長 竹川克幸 氏

(3)地 域づ くリフィール ドワー ク 14:00〜 15:20
飯塚市歴史資料館及び麻生大浦荘 見学

(4)地 域 づ くり事例発表 15:20〜 16:00
炭鉱関連遺産 を活用 した観光振興 について

(5)閉 会

FAX

092‑643‑3164

地域づ くリネッ トワーク福岡県協議会 筑豊 ブロック会議事務局 新平 行
(福 岡県広域地域振興課 地域振興第 4班 内)

TEL 092‑643二

3180 E lnail:shinhira― t67880pref fukuoka lg jp
回答締切 :平 成 27年 1月 9日 (金 )
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ご出欠
□ご出席

2

□ ご欠席

団体名、ご参加いただ く方のお名前
貴団体名
担 当 者
団体連絡先

TEL

―

―

FAX

―

―

E― mail

参加者名
旦聖型L̲

氏名

□役壁

氏名

□役職

氏名

□役職

氏名

□役職

氏名

