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みなさん、こんにちは。はじめまして、自己紹介させて頂きます。今年 4 月に福岡県立大学と
共にあゆむ会に入会させていただきました劉 遠志と申します。
中国の湖北省の出身です。月日の経つのが早いもので、来日してもう 14 年になりました。留
学を経て、現在飯塚市にある外国人人材派遣・紹介を行う会社に勤めております。
趣味は盆栽とスッポン釣りです。平日はサラリーマンの仕事しておりますが、週末、祝祭日な
どの会社の休日は田川市の古部盆栽園にて師匠の古部哲志氏の下で盆栽の修行をしています。盆
栽をやっているうちに、周りの方からこんなことを良く言われています。「へ？休みがないじゃ
ないですか？」、「はい、そうです。好きなことをいつまで
やっても飽きないし、疲れないから、休みなんかは要らな
いですよ。」と笑いながら、いつもこう答えています。「ま
だ若いのに、盆栽をやっているの？」とか「盆栽っておじ
いさんの高尚な趣味、お金持ちの道楽だよね」など。日本
では、盆栽をする人は年配の方が多いようですが、意外か
もしれませんが、近年世界中で盆栽のこと「BONSAI」と呼
ばれ、注目を集めつつあり、盆栽をする若者がたくさん増
えています。趣味というものは特に年齢に関係なく、楽し
めれば良いと思います。又、趣味を生かして、生涯を通じて業としてやっていけたらこれ以上に
幸せなことはないように思います。将来、故郷へ戻り、師匠に教わった盆栽の知識や技術を生か
し、中国で古部盆栽園武漢分園を OPEN したいと考えています。
最後ですが、あゆむ会に入会したきっかけですが、師匠から「県立大に来ている中国・韓国の
国籍の留学生を支援する組織」とのお話を伺い、自分が日本に来た当時、沢山の方に助けられた
ことを思い出して、入会しようと決意した次第です。以上です。皆さん、これからどうぞ宜しく
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お願い致します。

YOU・遊・マップ、早いもので第 5 版をもう配り終わり、来年の３月末には第 6 版を作る必要
があります。コロナ禍で企業も大変厳しいとの予想で県に補助金申請をしたところ、幸いに 50
万円がつきました。それでも 200 万の作成費用を確保するのは大変ですが、皆様のお力添えの
もと、何とか作って行きたいと考えています。５年間は入学生に配布、修正が必要な情報は「修
正票」を付けて配布。 新規や修正情報は街にアンテナを張ってチェックし、可能な限り取 材・
見直しを行い、ホームページにて常時更新をしています。
福岡県知事

殿
申請者
所在地

協議体名 たがわ YOU・遊・マップ 策定会議
〒826-0026 田川市春日町 2-4（秋吉整形外科内）
（代表者氏名のフリガナ）
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令和３年度ふくおか地域貢献活動サポート事業補助金交付申請書
令和３年度ふくおか地域貢献活動サポート事業補助金の交付を受けたいので、ふくおか地域
貢献活動サポート事業補助金交付要綱第３条の規定により、関係書類を添えて申請します。
記
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補助金の区分
補助金交付申請額

協働助成事業
500,000 円
事 業 計 画 書

事業名

事業の概要

たがわ YOU・遊・マップ 策定
縁あって突然県立大学に通うことになった学生さんたち、全国から福
祉・看護のエキスパートを目指して向学心の燃えている学生のみなさ
ん、田川のことは皆目分からないまま不安な新生活を始めることになり
ます。
２４年前より本会と学生、賛同する社会人の協力のもと、一年くらい
かけ、８市町村の協力を得ながら名所や店舗の取材を行い、田川の生活
情報誌「ＹＯＵ・遊・マップ・たがわーるど」を作成し、入学式の日に
学生さんにプレゼントしています。
また、近年は田川の街の観光案内情報誌としての役割を担うべく、
観光客や住民、技能実習生等の在住外国人の「たがわ LIFE」向上を目指
して情報提供に取り組んでおり、その一環として「YOU・遊・マップ・
たがわーるど」ホームページバージョンを構築しており、随時更新に取
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り組んでいます。
事業期間
事業費

継続事業

事業の目的

受益者

令和３年６月 16 日(予定）

から

令和４年３月３１日
（最長：令和４年３月３１日）

総 事 業 費
２００
（うち希望する補助金額
５０
これまでにも実施したことがある事業

万円
万円）

平成 7 年～以来、平成 17 年第 5 版作成
国又は県から補助を受けた実績がありますか
なし
情報発信力の弱い田川の「今でも良い田川」を「もっと良い田川」
にするため、たがわの素晴らしい場所、イベント、お店などを発信し、
地域のすばらしさを発見し、人々のプライドの高揚につなげて行きた
い。また、最近増加傾向にある観光客や技能実習生など在住外国人に対
し情報提供が求められており、このマップが田川地域の活性化に大きく
寄与することを願って作成しています。
福岡県立大学生並びに市民、技能実習生や田川に訪れる観光客等のみな
さま。

事業内容
（課題の解決策）

縁あって突然県立大学に通うことになった学生さんたち、全国から福
祉・看護のエキスパートを目指して向学心の燃えている学生のみなさん
にもっと田川のことを知っていただきたい、もっとたがわを楽しんでい
ただきたいとの思いで田川の生活情報誌「ＹＯＵ・遊・マップ・たがわ
ーるど」を作成し、入学式の日に学生さんにプレゼントしています。
また、近年は田川の街の観光案内情報誌としての役割を担うべく、観
光客や住民、技能実習生等の在住外国人の「たがわ LIFE」向上を目指し
て情報提供に取り組む必要を実感し、そのための「YOU・遊・ップ・た
がわーるど」ホームページバージョンを 2017 年に構築しており、その
情報の Now❣を確保するため、会員、賛同者、学生さんのネットワーク
を活かして随時更新に取り組んでいます。

参考事例

筑豊の情報誌、ちくすき、Ｈｅｎなどを参考に編集をしています。

事業目標値
（アウトプット）

約５０件の市町村、名所・旧跡や約１５０店舗の取材を行い、5 年間、
入学式の日に学生さん等にプレゼントしています。
（5 年も過ぎると状況
は変わりますので、修正票を添付して）既掲載記事１９０件を含め掲載
数約２５０件を想定。
また、近年は田川の街の観光案内情報誌としての役割を担うべく、観
光客や住民、技能実習生等の在住外国人の「たがわ LIFE」向上を目指し
て情報提供に取り組んでおり、その一環として「YOU・遊・マップ・た
がわーるど」ホームページバージョンを構築しており、随時更新に取り
組んでいます。
３、０００冊を作り、そのうち県立大学の学生に毎年 300 冊、5 年間で
１、５００を、大学の教職員の皆様に制作時のみ２００冊、記事並び広
告の掲載店舗全て約５００冊を、大口広告主には１０冊×２０社、２０
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０冊に配布して、JR、平成筑豊の駅、道の駅等に３００に配架する。予
備として３００冊を確保する予定です。
学生さんたちに「たがわ LIFE」を楽しんでいただき、たがわ大好き人
期待される成果

間が増えつつあります。また、近年は田川の街の観光案内情報誌として
の役割を担うべく、観光客や住民、技能実習生等の在住外国人の「たが
わ LIFE」向上を目指してホームページバージョンを PC やスマフォから
アクセスすることにより、リアルタイムで店舗情報などを検索できるよ
うにしています。
たがわ

YOU・遊・マップ

策定会議

各団体から選出された 5 人の役員を中心に事業総括・企画を行い、そ
れに基づき団体の会員さんがそれぞれの特異な分野のスキルを発揮し、
一丸となって制作に取り組みます。
・福岡県立大学と共に歩む会
関与人数
協働事業の
実施体制

工夫した点など

スケジュール

約 30 名

企画を主体的に推進し、最終的には第 6 版印刷、ホームページ完成
までの作業を主宰する。
・（株）クリエイティブジャパン
関与人数 約 5 名
会社が保持してる田川の様々な情報を著作権の許す範囲で「YOU・
遊・マップ・たがわーるど」制作に活用するとともにホームページ作り
にアドバイスを行う。
・福岡県立大学 秋興祭実行委員会
関与人数 約 10 名
若い学生の発想や行動力を活かし、取材や編集作業を行う。
記事掲載にあたっては、掲載料は無料としています。
質の良い店舗、名所・旧跡を策定委員会が主体性をもって現地調査し、
評価し、掲載の可・不可を決め編集しているためで、民間の掲載料をも
らえば掲載せざるを得ない状況を排除しています。
また、このような田川だけを全面的にとらえようとした企画は他に類
を見ず、田川のことは「YOU・遊・マップ・たがわーるど」にお任せ！
と言われるような情報誌。地域のすばらしさを発見し、人々のプライド
の高揚につなげて行ける。ひいては田川地域の活性化に大きく寄与でき
ると自負をしています。今後田川の素晴らしさを伝え引き継ぐ若者の台
頭を期待しています。
時

期

内

容

令和３年６月末

策定委員会発足

令和３年 7 月

取材開始

広告集め開始

令和３年９月
～１１月

編集会議

数回

令和３年１２月

最終編集会議

令和４年１月

冊子製作開始

令和４年３月

印刷製本完了、その後ホームページに UP
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事業終了後の
展開

５年間は入学生に配布、修正が必要な情報は「修正票」を付けて配布。
新規や修正情報は街にアンテナを張ってチェックし、可能な限り取
材・見直しを行い、ホームページにて常時更新をしています。

断捨離中に懐かしい記事を発見！（植木）

県より大学への通知、やっと少しは活動できるようになるか・・・（県大ホームページより）
令和３年６月１８日
大学・高等専門学校を設置する各種法人の代表者 殿
福岡県人づくり・県民生活部長

緊急事態措置からまん延防止等重点措置への移行について（依頼）
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平素より、新型コロナウイルス感染拡大防止に御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
５月１２日の緊急事態措置開始からこれまで、不要不急の外出自粛や休業・営業時間短縮など厳しい
要請をお願いしたところ、多くの県民及び事業者の皆様に御理解と御協力をいただき、
深く感謝申し上げます。
その結果、新規陽性者数について、直近１週間の人口１０万人当たりの数は、ピーク
時の５月１５日時点と比べて大幅に減り、医療提供体制強化の効果もあり、６月１６日
時点の病床使用率は大幅に改善されました。
これらの改善傾向を受け、国は６月１７日に、６月２０日をもって緊急事態措置を措置すべき区域
から本県を解除することを決定しました。
一方で、緊急事態措置の解除は決定したものの、国は、本県において感染が再拡大した場合、九州
全域に及ぼす影響が大きいこと等を踏まえ、本県をまん延防止等重点措置を実施すべき区域とし、そ
の期間については、６月２１日から７月１１日までとすることを決定しました。
皆様にはご不便とご苦労をおかけすることになりますが、感染の封じ込めを図るため、引き続き御協
力をお願いいたします。
大学等におかれましては、文部科学省の通知を御参照いただき、引き続き、学生の学修機会の確保
と新型コロナウイルス感染症への対策の徹底の両立に取り組んでいただきますようお願いいたしま
す。

たがわ石炭歴史博物館長で県大名誉教授の
たがわ石炭歴史博物館長で県大名誉教授の
森山先生が

自叙伝を発刊

「今でも良い田川をもっと良い田川に」とのお気持ちでご自
身の生い立ちや作兵衛さんのことや田川の活動の現状をつぶさ
に記録した素晴らしい内容となっています。
会員の皆様へ自慢げに紹介させていただきます。
（問い合わせ

植木康太

0947-23-0300）

☆ 総会について
総会について
コロナ禍、大学も施設の貸し出しをストップし、人が集まることができなくなっていますので、総
会は書面により皆様の採決を戴きます。議案書を送付いたしますので、質問、反対意見のある方は 6
月末までに重藤事務局長 44-1288 までご連絡をしてください。反対少数の場合は可決されたものとみ
なします。
今年は「YOU・遊・マップ・たがわーるど」策定や来年の「南京師範大学第 6 回目の訪問」に向け
準備を進める必要がありますのでよろしくお願いします。
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