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「博多駅・はかた駅前通り地区」が「都市景観大賞・優秀賞」を受賞 !

　2 日目は「ふくこいどんたく隊」の力強い演技で幕開け。「伝統文化で

日本、そして世界に力を」をテーマに日本が誇る素晴らしい伝統芸能の

演技に続き、「人と人を笑顔がつなぐ」をテーマに笑顔溢れるダンス＆パ

レードチームが登場。続いて「前へ、前へ、楽しくそして力強く!」と題して、

見て楽しい＆聞いて楽しいマーチングチームが、エンディングに向けて会

場を盛り上げました。そしてラストは福岡発のアイドルグループ「ＨＫＴ４

８」の登場で観客の熱気は最高潮に！沿道からは大歓声が湧き、それに

応えるかのようにメンバーも全力で歌と踊りを披露してくれました。

　1日目は午前10 時に、昨年同様「精華女子高等学校吹奏楽部」の華々

しいファンファーレで開会。テーマは「地域や国の祭りがニッポンをつな

ぐ !!」。鹿児島・熊本・壱岐・仙台、更にはタイ・マレーシアといった海

外からも特別参加どんたく隊の方々にお越しいただき、各地域の魅力を

存分に発揮した演技で観客の目を楽しませました。エンディングでは、

くまモンをはじめ各地からご当地キャラクターが 21 体も集結。全員仲良

くご当地のアピールを行い、その愛らしい姿に沿道のお客さまも釘付けで

した！

　この 2 日間で参加してくださった団体は、計 31 団体・約 1,800 名。個性溢れるパフォーマンスの数々で「はかた駅前通りどんたく広場」は昨年同様大いに盛り上がりました。「は

かた駅前通りどんたく広場」の開催は今回で 2回目ですが、2回目とは思えない知名度と集客で、来年の開催に向けて更なる期待が広がります。

　「はかた駅前通りどんたく広場」の開催にあたり、ご協力いただいた皆様、観客として一緒に会場を盛り上げてくださった皆様、本当にありがとうござました。今後も明治通りの「ど

んたく広場」や各地の演舞台とにぎわいを繋ぎ、回遊性を促進し、福岡都心部の活性化に寄与するどんたく広場となるため、皆様方と一緒に前進していきたいと思います。

特別参加どんたく隊やご当地キャラクターが大集合！
5月3日（木・祝）10:00～11:30 

1日目 HKT48 がエンディングを飾りました！
5月4日（金・祝）10:00～13:00 

2日目

「はかた駅前通りどんたく広場」今年も大盛況！
5月 3日、4日に開催した「はかた駅前通りどんたく広場」。 
今年も各団体の個性が光るバラエティ豊かなパレードで、大盛況のうちに幕を閉じました！！

1 2 3 4

5 6 7 8 （C）AKS

①JR 九州どんたくパレード隊 ②琉球國祭り太鼓 ③仙台市「七夕まつりどんたく隊」 ④5/3 エンディング「ご当地 PR キャラクターパレード」に登場した「くまモン」
⑤ふくこいどんたく隊 ⑥CANAL CIRCUS どんたく隊 ⑦ 西日本シティ銀行どんたくパレード隊 ⑧5/4 のエンディングを飾った「HKT48」

　「博多駅・はかた駅前通り地区」が「平成 24

年度 都市景観大賞」（主催：「都市景観の日」実

行委員会）の優秀賞に選ばれました。

　「都市景観大賞」は、日本各地の良好な都市景

観を生み出す事例を選定し、より良い都市景観

の形成を目指すことを目的に平成 3年から実施

されており、当協議会では福岡市及びＪＲ九州

とともにエントリーしていました。

　審査員からは、「駅前広場の再整備とはかた

駅前通りの環境整備によって、福岡の玄関口に

ふさわしい、にぎわいと憩いを兼ね備えた魅力

的な空間が出来上がっている。『博多まちづくり

推進協議会』が中心となり、『博多まちづくりガイ

ドライン』や『はかた駅前通り景観形成プラン』を

策定し、市が同区域を景観形成区域に指定、様々

な組織がイベントを行うなど、官民共働の取組み

が高く評価される。」との講評をいただきました。
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　当社は、昭和 33 年創業のビルメンテナンス会社です。ビルメンテナンス業草創期からの

歴史を有し、半世紀にわたり建築物の維持管理（清掃業務、設備管理、警備業務、マンショ

ン管理、既設建築物改修工事等）を行ってまいりました。

　これからもファビルスは、多様化するビルのニーズに応えるとともに、「安心・安全・快適」

な環境づくりに邁進し、ビルトータルマネージメントのリーダーカンパニーとして、ビルの資

産価値の維持向上に努めていきます。

会員さん紹介

次号会員募集！！

〒812-0011 博多区博多駅前 1丁目1-1   【TEL】092-431-4611

まちづくりへのメッセージMember introduction

このコーナーでは、数多くの会員さんを紹介していきたいと思っています。掲載をご希望の会員さんは、是非、事務局（JR 九州：092-474-7243）までご連絡ください。

自薦他薦問いませんので、どしどし応募してください。

　弊社にとっていわば「お隣さ
ん」でもある駅ビルを、工事
着工から完成までを目の当たり
にしながら過ごしてきました。
それだけに駅周辺のにぎわい
回帰は我が庭でのことのように
感じております。駅前から大博
通りのビル管理や警備等、博
多駅周辺地区発展の一翼を

担っていることも喜びとなっています。
　本年、「博多駅・はかた駅前通り地区」が都市景観大賞の優秀賞
を受賞したのは「まち協」の努力の成果であり今後も積極的に「ま
ち協」に参画する所存です。

事業本部営業部長 田代勝さん

株式会社 ファビルス

博多口周辺の活性化事業
「はかた駅前通り」を中心に展開してきたイベン

トを周辺エリアに広げることで、「面」のまちづく

りを展開。地域の方々とも連携し、エリア全体の

イメージアップを図ります。

博多まちづくりガイドラインの改訂検討
博多駅周辺を取り巻く環境の変化や、まちに対

する新たな期待を踏まえ、必要な「博多まちづく

りガイドライン」の改訂について検討します。

他組織と連携した福岡都心部の活性化の取り組み
ＷｅＬｏｖｅ天神協議会などと連携し、福岡県外

や九州外からの広域集客を目的とした共同イベ

ント等を検討、実施します。

博多駅総合案内所やホームページ、会報誌「はか

たんだより」を活用し、博多のイベント情報や協

議会の活動を発信します。またＳＮＳなど効果的

な情報発信方法について検討、実施します。

　4月13日（金）グランド・ハイアット・福岡にて通常総会を開催し、平成 24 年度

の事業計画が決定いたしました。中期活動計画の２年目となる本年度は、引き続き

「にぎわい・回遊のさらなる向上」と「おもてなしの充実」を柱に、既存メニューをブ

ラッシュアップするとともに新たな事業に取り組みます。

　また、九州新幹線全線及びＪＲ博多シティの開業、並びにキャナルシティ博多イース

トビルの開業により表面化したまちの変化に対応したソフト面の取り組みのほか、博

多駅周辺の環境変化に合わせたハード面の取り組みにも注力していきます。今年度

も会員の皆様で力を合わせ、更なる博多の魅力を引き出していきましょう！

新たな「まちづくり」への
チャレンジ

平成24年度事業計画決定！！

にぎわいの創出
「はかた駅前通りどんたく広場」の運営や「博多歴

史探訪」の継続などにより、会員様のみならず一

般の方にも博多の魅力を発信します。

回遊性の向上
回遊性支援を目的に地域の方々や行政と連携し、

「通り名付け活動」及び「通り名サイン」設置を行

います。また「韓国語版博多まち歩きマップ」の強

化など、増加傾向にある外国人旅行者への回遊

性を支援します。

にぎわい創出・回遊性向上活動

情報発信

地域貢献型自動販売機や街路灯バナーを活用し

た、エリアマネジメント広告事業を継続し、財源

の確保に努めます。

自主財源の確保

博多駅周辺地区のイルミネーション事業者と連

携し、一体感があり、かつスケール感のあるイル

ミネーションを展開。認知度の更なる向上及び広

域集客を目的に情報発信を強化します。

冬期イルミネーション（特別協賛事業）
来街者へのおもてなし機能強化
「指差し会話シート」のブラッシュアップや、博多

駅総合案内所における新たなメニューの検討、

実施など、来街者へのおもてなしを強化します。

地域と連携した環境整備への取り組み
博多駅周辺地区の来街者の増加や周辺環境の

変化に対応すべく、地域とともに環境整備に

おもてなし充実活動既存メニューのブラッシュアップ
寺社コンサートやオープンカフェ等の既存のメ

ニュー、まち歩きマップ及びまち歩きイベント

を、参加者や会員様の意見を踏まえ更に充実

させます。

地域イベントとの連携
博多ライトアップウォークや博多ハロウィンパ

レードなど、他組織によるイベントと積極的に

連携します。

新規メニューの開発
会員企業や他団体が持つノウハウやツールを活

用し、新たなメニューを検討、実施します。

調査
博多駅周辺地区の交通量調査などを継続して

実施します。

関する取り組みを検討・実施します。

安全安心・環境向上活動
まちづくりの基本である美化活動「クリーンデ

イ」及び「スペシャルクリーンデイ」や、「はかた駅

前通り植栽管理事業」を継続するとともに、夏に

は環境対策として「打ち水」を実施します。また

「自転車対策」や「防災・防犯活動」を推進し、安

全・安心なまちを目指します。

まちづくりイベント
「はかたんウォーク」の実施



「博多券番とめぐる博多探索、那珂川クルーズ」那珂川水上バス
博多歴史探訪（4/14　 ）

　日頃何気なく通っていた場所が、違った風景に

見えてくるかも。博多の魅力をもっとたくさんの方

に知っていただくため、主な観光スポット 9 箇所

にスタンプを設置し、スタンプラリーを実施しまし

た。また今回初めて、スタンプ 3個を集めた方全員

に、可愛らしい「にわか猫缶バッジ」をプレゼントし

ました。最終集計によると参加者は総数 3,266 名。

たいへん多くの方々に参加して頂きました。

はかたんウォークスタンプラリー　
「特製 “にわか猫” 缶バッジ」プレゼント

3/17（土）～ 5/6（日）

　福岡都心部の回遊性向上を目的に、「We Love

天神協議会」と共催でまち歩き企画を実施。午

前は博多駅から警固公園までの「チューリップ

コース」、午後は警固公園から舞鶴公園までの

「桜コース」、合計約 6.3 キロの花見コースを巡り

ました。両日とも天候にも恵まれ、２日間で合計

45 名のお客様に参加して頂きました。花に詳し

いフラワーガイドの解説を聞きながら散策を楽

しむことができ、お客様に好評でした。

福博花しるべ 2012
スプリングウォーク

4/7（土）、8（日）

　九州新幹線全線開業1周年記念「福岡春祭」と

連携し、会員の皆様のご協力により、はかた駅前

通りの民間地 4ヶ所及び明治公園にてストリート

パフォーマーによる大道芸フェスティバルを開

催。博多口駅前広場～はかた駅前通り～キャナル

シティ博多にて、様々なストリートパフォーマンス

が披露されました。心配された天候も大きく崩れ

ることもなく、各会場を回遊しながらのスタンプ

ラリーは応募総数173件。県内だけでなく、九州・

山口からも広く参加がありました。

福岡春祭大道芸フェスティバル

3/17（土）、18（日）

　大人のためのオシャレでちょっと贅沢な、ホテ

ルでの音楽ワークショップを開催。パーカッショ

ンによるドラムサークルで軽く汗をかいた後、ホ

テルのレストランにてディナーを楽しみ、大人の

ための最適な交流の場となりました。

　「夜の博多も歩いてほしい。仕事帰りに気軽に

参加、これをきっかけに交流が始まれば、博多の

まちがもっと好きになる」をコンセプトとしまし

た。参加者は 22 名で女性が多く、半数以上が会

員以外の方でした。

大人のためのオシャレな夜活♪
「音楽 DEデトックス」

4/13（金）

　承天寺の方丈（本堂）に客席をもうけ、ライト

アップされた庭をバックにチャリティ寺社コン

サートを実施しました。博多の歴史を感じさせる

空間の中で、満員の200 名のお客様を迎え、東

北への思いを歌う女性ボーカル畠山美由紀さん

の声に酔いしれました。入場料の一部は東日本

大震災の義援金として、畠山さんの故郷である

気仙沼市の復興に役立てられます。

チャリティ寺社コンサート
「畠山美由紀 Acoustic Night in 承天寺」

4/14（土）

　はかた駅前通りの損保ジャパン福岡ビル前及

び博多口駅前広場にて、専門学校福岡ビジョナ

リーアーツの協力のもと、学生のオープンカフェ

を実施しました。好天にも恵まれ、来場者、売上

げともに昨年度の約1.5 倍、大人気の定番イベン

トとなっています。GW のスタート時期ではあり

ましたが、はかた駅前通りの歩行者数も随分多

くなった印象がありました。

はかた駅前通りオープンカフェ
「ビジョナリーカフェスイーター」

4/28（土）、29（日）

　那珂川水上バス就航 1周年に連動した那珂川クルーズ企画。募集の 30 名に対し、会員15 名・一般参加者
24 名の合計 39 名が参加。うち 5 名は「なりきり券番」として参加し、あたたかな陽差しの中、約 1 時間の
貸切クルーズを楽しみました。華やかな博多の芸妓さんから博多券番の貴重なお話を伺いながら、水上から
見る博多のまちの風景を楽しみました。

「春のはかたんウォーク」で博多の魅力再発見！！

大人気だった「にわか猫缶バッジ」 満開のチューリップを観賞する参加者の方々。 承天寺に響く畠山美由紀さんの歌声。

大道芸でまちににぎわいが生まれました。 パーカッションで日頃のストレスを発散！ 大勢のお客さまが来店しました。

土

にぎわい
部会

にぎわい
部会

にぎわい
部会

にぎわい
部会

回遊
部会

回遊
部会



博多消防署の協力のもと、昨今さまざま

な施設や店舗に設置されているＡＥＤ（自

動体外式除細動器）の取り扱いや、救助

を必要とする人に対する応急処置などの講

習を実施しました。講習会には 24 名が参

加し、全員に「普通救命講習Ⅰ」修了証

が発行されました。
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Hakatan OL Club Selection Vol.10 「はかたんOLクラブ」がおすすめのお店をご紹介！！
博多で働く女性たちが教える、おすすめのスポットコーナー。

■福岡市博多区博多駅東 2-7-27　TERASO 2Ｆ ■092-411-4188 ■11:00 ～ 22:00（蓮 15:00 ～ 17:30はクローズ）

各部会からのお知らせ
にぎわい部会・回遊部会・おもてなし部会の活動報告

にぎわい
部会
第4水曜日

回遊
部会
第2火曜日

おもてなし
部会
第3木曜日

AED講習会2/
（木）23

熱心に学ぶ会員の皆様。

おもてなし部会

　福岡市の主催する「福博花しるべ 2012」

に合わせ、東住吉小学校、竪粕小学校の

子どもたちや会員さまの手で球根を植えた

チューリップが、はかた駅前通りに色とり

どりに咲き誇りました。

　さまざまな種類のチューリップが通りを

あざやかに彩り、歩く人たちの目を楽しま

せていました。

福博花しるべ 20123月下旬～4月中旬

　５月２２日（火）に、「にぎわい部会」「回遊部会」「おもてなし部会」３部会合同懇親会を開催致しました。約４０名の方が参加され、今年度の協議会活動に向けての意識を高めると

ても貴重な機会となりました。今年度も博多まちづくり推進協議会では、新たな博多の魅力を発信できるよう、様々な活動を行ってまいります。どうぞよろしくお願い致します。

　「はかたんだより」では様々な意見を募集しております。どうぞ、お気軽に事務局（ＪＲ九州：092-474-7243）までご連絡ください。

◆【発行責任者】事務局長 有隅基樹  ◆【編集会議メンバー一同】キリンビールマーケティング：中井、福岡アジア都市研究所：白浜・益田、西日本シティ銀行：本吉、博多ターミナ

ルビル：劉、福岡地所：井上、環境緑化を考える会：倉富、博多区役所：新谷、ＪＲ九州：宗像・井下・杉山

編 集
後 記

八仙閣蓮双庭

　今回、博多まちづくり推進協議会「はかたんＯ

Ｌクラブ」の女子会を「蓮双庭」で開催しました。

　蓮双庭は、脇屋友詞シェフがプロデュースする

創作中華のお店で、場所は筑紫口からほど近い八

仙閣の 2F にあります。店内は 2 つのゾーンに分

かれており、「蓮」はコース料理、「双」はアラカ

ルトメニューを楽しめます。お洒落で落ち着いた

雰囲気、フランス料理のような盛りつけや可愛い

お皿、脂っこくなく軽い味付けの中華料理は、女

子会にピッタリなお店でした。

　蓮双庭でＯＬクラブがおすすめする料理が

「Wakiya特製“九つの喜び”オードブル盛り合わせ」

（写真）。木製のプレートの上にある 9 枚の小さな

お皿に 9 種類の前菜を盛り合わせており、少しず

つ色々な料理を味わえて、とても好評でした。

　多くの女性は、味はもちろん料理の見た目も重

視しており、おしゃべりしながら食事を楽しむよう

です。「はかたんＯＬクラブ」メンバーもおいしい

料理を食べながら、それぞれの職場の話や博多

のおすすめスポット、協議会のイベントの話など

で盛り上がりました。

　皆様も、見た目も綺麗でお洒落な中華をぜひご

賞味下さい。

チューリップの咲く春のはかた駅前通り。

博多まちづくり推進協議会7月以降の主なスケジュール

いとうせいこう、柳生真吾の
「博多プランツウォーク」
トークセッション

16:00～17:00

博多歴史探訪
「博多の能楽を学ぶ
             初心者のための能楽」

13:30～15:30

博多まちづくり推進協議会
平成 24 年度第 1回理事会

13:30～14:30

親子でつくろう
「木のものづくり教室」
～木のふしぎ・木の魅力に触れ、木のおもちゃを作ってみよう～

博多ひ～んやり！打ち水 親子 DE 音楽ワークショップ
「手づくりトランペット」

第 4 回 防犯対策講習会

10:30～11:30
JR 博多シティ９F
「T.ジョイ博多」ホワイエ内ステージ 住吉神社 能楽殿 JR 博多シティ会議室 1

18:00 頃 10:00～11:30｜13:30～15:00
博多駅周辺地区各所 博多小学校

詳細は博多まちづくり推進協議会
HP    http://www.hakatan.jpまで

10:00～12:00｜13:30～15:30
東長寺大仏殿 2F 講堂

博多警察署 8F 大会議室

いとうせいこう、柳

16:00～1
JR 博多シテ
「T.ジョイ博多

博 くり推進博多まちづく

真吾の 博多歴史探訪

13:30～1
エ内ステージ 住吉神社 能

議 以降の主議会7月以

博多まちづくり推

13:30～1
JR 博多シテ

トークセッション

親子でつくろう
「木のものづくり教
～木のふしぎ・木の魅力に触れ、木のお

10:00～12:0
東長寺大仏殿

とう う、柳
「博多プランツウ
トークセッション              初心者のた

」
作ってみよう～

博多ひ～んやり！

18:00 頃
博多駅周辺

30～15:30
講堂

真吾
ク」

博多歴史探訪
「博多の能楽を学
             初心者のた の能楽」

水 親子 DE 音楽ワー
「手づくりトランペ

10:00～11:3
所 博多小学校

の能楽」

博多まちづくり推
平成 24 年度第 1

ス ルスケジュール

協議会
理事会 第 4 回 防犯対策防犯対策

10:30～1
室 1 博多警察署

7/
（日）1 7/

（水）4 7/
（木）5

8/
（土）4 8/

（水）8 8/
（土）25

7/
（水）19

　福岡市観光コンベンション
ビューローが発刊している「福
たび～博多夏たび～」にも、協
議会の夏イベントを掲載してい
ます。山笠満喫まち歩き MAP
も掲載しておりますので、博
多の夏を楽しむのにぜひお役
立てください！
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