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私たちのまち「博多」～博多のトピックス～

Hakatan OL Club Selection Vol.11
ロイヤルパークホテル ザ 福岡　“Octa Café”・“THE BAR”
福岡市博多区博多駅前2- 14 -15■ ■ 092-414-1111

　今回は、昨年7月に開業した「ロイヤルパークホテ
ル ザ 福岡」の“Octa Café”-オクタカフェ-と“THE BAR”-
ザ バー-をご紹介します。
　福岡を中心に女性からの支持を集めているブラン
ド「オクタホテル」とコラボレーションした“Octa Café”。
ビュッフェスタイルの朝食は、九州産にこだわった新
鮮な野菜を中心に、ふわふわの卵料理。ランチには、
種類豊富なデザートが揃っており、OL仲間との平日ラ
ンチはもちろん、友達との会話を楽しみながらの休日
ランチもおすすめです。カフェタイムには、旬のフルー
ツを盛り込んだケーキや、いち押しのOcta Caféオリ
ジナルフレンチトーストなどがあり、フレンチカジュア
ルをコンセプトにした心地よい空間で、ゆっくりとした

時間を過ごせます。
　夕方からは、隣にある“THE BAR”がオープン。『自分
磨きにこだわりを持つ大人の隠れ家』をコンセプトに、
ワインやカヴァなどを楽しみながら、ゆったりとした雰
囲気で居心地の良い時間を過ごすことができます。ま
た、11月15日より「THE BARREL（ザ バレル）」を開催し、
樽出ボージョレー・ヌーヴォーをお楽しみいただけま
す。（1,039円(グラス)、1,628円(オードブルとセット)、
樽が無くなり次第終了。）　　
　11月16日から1月15日まで、「ロイヤルパークホテ
ル ザ 福岡」周りの街路樹全てにイルミネーションも
点灯しますので、仕事帰りにのぞいてみてはいかがで
しょうか。

“Octa Café”　
朝食7：00～10：00
ランチ11：30～14：00
（ラストオーダー13：30）
カフェタイム14：00～17：00
（ラストオーダー16：30）
【TEL】 092-414-1131

“THE BAR”　バータイム17：00～25：00 （ラストオーダー24：30）
【TEL】 092-414-1112

　歴史ある博多の寺社の建物や庭園な
どを幻想的にライトアップするイベントで
す。博多小学校では、日田市や竹田市の
竹灯籠や山鹿市名産の和傘オブジェを
展示するほか、映像により校舎が動いて
いるかのように見えるプロジェクションマ
ッピングが投影されます。櫛田神社でお
昼から開催される冷泉うまかもん市など
関連イベントも盛りだくさん。

　中世博多をモデルとした景観づくり
の一環として、博多のシンボルとなり、
観光客へのウェルカムゲートとしての 
「門」が建設されます。この「門」をきっ
かけとしたまちの活性化を目指し、地
域住民や企業などで構成する「中世博
多をモデルとした景観形成期成会」が
発足し、博多まちづくり推進協議会も、
その一員となりました。11/22（木）ま
で門の名称を募集しています！
(問合せ：博多区役所地域支援部地域振興課)

　ふくこいアジア祭りとは「 福よ来い」
と願いをこめて踊る「福踊り」から始ま
り、今年で13回目を迎えました。会場
の一つ、博多口駅前広場でも、幅広い
世代・国際色あふれる参加者の皆さま
の踊りでにぎわいました。
 (※決勝戦は台風の影響により延期)

　博多を代表するお祭り“博多　　山
笠”が、今年の夏も熱く盛大に開催され
ました。動く“舁き山笠”は、7/10の「流
舁き」を皮切りに、7/15の「追い山笠」
までの間、博多のまちを勢いよく駆け
巡り、豪華絢爛な“飾り山笠”も市内14
ヵ所にて公開され、多くの人々がその
迫力に見入っていました。

　今年も協議会の一大イベント「はかたんウォーク」が始まりました！今回は「博多まち歩きマップ」のリニューアルや、「スペシャルイベントウィーク」の開催など、これまで以上に皆さまにお楽し

みいただける工夫が満載です。どうぞご家族やお友達と一緒に、秋の博多をお楽しみください！！

　「はかたんだより」では様々な意見を募集しております。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 】有隅基樹　◆編集会議メンバー　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、福岡地所：井上、博多ターミナルビル：劉、　

　NPO法人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

承天寺付近に「門」建設！！

9/15（土）・9/16（日)
ふくこいアジア祭り2012

11/21（水）～25（日）
博多ライトアップウォーク2012 博多千年煌夜

7/1（日）～7/15（日)
博多　　山笠

　今後、全７回（予定）のプロジェクト会議を通して、皆さ
まと共により効果的な“エリアマネジメントのガイドライ
ン”を目指してまいります。また、こ
の「ガイドライン改訂プロジェクト」
につきましては、プロジェクト会議
の都度発行する「プロジェクトNEWS」
にて会員の皆さまに報告してまい
ります。どうぞお楽しみに。

「博多まちづくりガイドライン改訂プロジェクト」ついに本格始動 ！ ！
　平成２４年９月７日（金）、「博多まち
づくりガイドライン改訂プロジェクト」キ
ックオフミーティングが開催されました。
プロジェクト座長である九州大学の坂
井猛教授のもと、次回から本格的に始
まる改訂作業に向けて、平成２１年１
２月に策定した現在の「博多まちづくり
ガイドライン」を振り返り、今後の検討
テーマと内容について事務局より提案
させていただきました。
　当日ご参加いただいた方は、２９会
員・４３名の皆さま。ガイドライン策定

当時をご存知ない方も多く、「博多のま
ち」に対する新たな意見が期待されま
す。キックオフとなる今回も、「もっと博
多の資産（歴史･文化など）に注目して
はどうか」「ターゲットを明らかにしては
どうか」など、すでに改訂に向けて様々
な意見が集まりました。

関東地区

視察！
関東地区

視察！
　博多まちづくり推進協議会では１０月１１日（木）
～１２日（金）の日程で、ガイドライン改訂に向けて
先進地事例を学び見識を深めるため、総勢２１名の会
員による「関東地区視察」を行いました。

「柏の葉アーバンデザインセンター
（ＵＤＣＫ）」

　大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会は、企業、団体、行政等との連携により、

都市空間の適切かつ効率的な開発、利活用等を通じたまちづくりでエリアの付加価値

を高め、東京の都心としての持続的な発展に寄与することを目的としています。仲通り

を中心に沿道建物の低層部には魅力的なショップが並び、音楽、アート、環境イベント

等が開催されるなど、歩いて楽しい充実した空間づくりが行われています。安定性の高

いエネルギー供給と情報ネットワークを生かした防災対策や、ＩＣカードを使った環境

保全活動（エコ結びプロジェクト）などの先進事例を研究し、実際にまちのにぎわいも体

験することができました。

「大手町・丸の内・有楽町地区
  まちづくり協議会」

　臨海副都心エリアは東京港の埋立地に最先端の都市インフラを備え、職と住の均衡

のとれた都市を目指しており、それぞれの地区の特性に応じて、現在も段階的に開発

が進められています。東京都が発行する「臨海副都心まちづくりガイドライン」に沿って、

開発事業者が共同で対処し、広告協定の運用（屋外自家用広告物の自主規制・屋上看

板の禁止・ネオンの自粛等）や、会員企業による無料巡回バス運行、お台場の地域特性

を生かしたにぎわいイベントや集客事業に取りくんでいました。

「臨海副都心まちづくり協議会」

千葉県柏市

東京都千代田区

東京都江東区

その①

その②

その③

柏の葉アーバンデザインセンター 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会

　まちづくりにおいて「エリアマネジメント※」が担うべき役割を再認識することができまし
た。今回の視察で得た知見を生かし、協議会の活動・運営を通してまちの将来像を実現す
るための、「エリアマネジメントとしてのガイドライン」となるよう改訂を進めます。

＜坂井座長からのコメント＞
　建物・道路・木・水や、シーンのかたま
り、そして人の営みがまちをつくります。
現在のガイドラインは教科書的である

けれども、「博多の
まち」がシーンや
将来像として初め
て示されたことに意義があります。
　現在のガイドラインに足りないもの
を補い、短期・中期・長期におけるアク
ションが見えるようにす
ることで、エリアマネ
ジメントのガイドライ
ンとしてより効果的な
ものになります。今後の
検討が期待されます。

座長の坂井教授

※地域における良好な環境や地域の価値の維持・向上に向けての住民・事業主・地権者等による主体的な取り組み

　ＵＤＣＫは公・民・学連携によるコラボレーションの総合・複合を地域主体で実践する、

まちづくりの拠点として設立されました。「まちのクラブ活動」、マルシェ、コミュニティ放

送など、住民や近隣の大学、行政が一体となって、環境と価値を創造・維持・発展させるエ

リアマネジメントの「仕組み」を構築し、その中心に「場」としてのＵＤＣＫがあることで、

地域を更に活性化させています。視察では、駅周辺やモビリティシェアリング等の取り組

みを見学し、活動事例を学びました。また協議会の顧問でもあるＵＤＣＫセンター長の

出口敦教授（東京大学）と、活発な意見交換を行いました。

博多まちづくり推進協議会11月以降の主なスケジュール

ガイドライン改訂プロジェクト第3回プロジェクト会議

ガイドライン改訂プロジェクト第２回プロジェクト会議

はかたんウォーク「秋のスペシャルイベントウィーク」 第3回理事会・忘年クリスマスパーティ（於：八仙閣）

博多口駅前広場X’masコンサート「博多ミュージックリボン」
”スウィングカーニバル”＆”100人ゴスペル”

１１／２（金）

Jazztronik  LIVE  at  住吉神社能楽殿１１／２（金）

駅長おすすめのJR九州ウォーキング１１／3（土・祝）

１２／７（金）

１２／１5（土）

１２／１８（火）

冬期イルミネーション
「冬のファンタジーはかた’１３」スタート１１／１６（金）

１１／１４（水）
  ～１９（月）

スペシャルクリーンデイ１１／１６（金）





株式会社共立電商 福岡支店 吉田有市さん
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「博多の能楽を学ぶ　初心者のための能楽入門」
博多歴史探訪（7/4　 ）水

まちづくりの「わ」～他組織との情報交換～ 全国各地で行政、議会、企業、エリアマネジメント団体等さまざまな組織が、まちづくりの取り組みを
行っており、協議会では、地域や組織を越えた情報交換を積極的に行っています。

　名古屋駅周辺地区のエリアマネジメントと
して活動されている「名古屋駅地区街づくり協
議会」さま（１６名）が来博されました。協議会
の事務局・各部会事務局のメンバーと、ガイド
ラインの改訂や、駅を中心としたまちづくりの
事例、まちが抱える課題等について、情報交換
を行いました。 その他の視察受入状況

７月１２日　仙台市議会
８月３０日　臨海副都心まちづくり協議会

９月11日　沖縄市東部海浜開発プロジェクト

名古屋駅地区街づくり協議会 福岡地域戦略推進協議会
９月１９日（水）8月2日（木）

株式会社 共立電商

　弊社は、宮崎・米良企業グループの(株)共立電機製作所の１００％出資会社で、大阪府との共同
開発『乱反射技術』による、ＬＥＤ道路灯、トンネル灯等のＬＥＤ照明メーカーです。ＬＥＤ照明メーカ
ーとして４年程になりますが、福岡市公園照明での採用等全国の官公庁で採用されています。また、
地球温暖化防止の観点から、既設照明器具を利用したＬＥＤ改造にも取組んでいます。

協議会では、おもてなし
部会をはじめ、ガイドライ
ン改訂プロジェクトにも
参加しています。また、博
多ライトアップウォークな
ど博多駅周辺の行事にも
積極的に参加しています。
無謀？にも、「ＦＵＫＵＯＫ
Ａ４８時間デザインチャレ

ンジ」にも参加させて頂きました。ＬＥＤ照明を通じて、まち
づくり、安全・安心な都市整備に寄与できれば・・・幸いです。

〒812-0042 博多区豊1-3-14 佐藤ビル Ａ棟1号室   【TEL】092-474-9070

https://www.facebook.com/hakatan.specialweekをご覧ください。

　地域の学生を中心に
行ったデザインコンペで
優秀賞に選ばれた、麻生
建築＆デザイン専門学校
の案で実施。花の模様を
切り抜いた灯明や、色と
りどりの灯明が博多のまちを飾りました。
材料の竹は、福岡市水道局の協力のもと、
水源かん養林内の竹を伐採して利用しました。

第18回博多灯明ウォッチング
　博多リバレインから博多川端商店街を通り、キャ
ナルシティ博多までの約800ｍを、思い思いの仮装
をした人々が楽しくパレードしました。

博多ハロウィン2012

　福岡市有形文化財に登録されている住吉神社能
楽殿を舞台に、映画の主題歌なども手掛ける野崎
良太さんが率いる「Jazztronik」を迎え、ジャズライ
ブを開催！入場料の一部を赤い羽根の災害ボラン
ティアサポート募金に寄付させていただきます。

　ヤマハのご協力のもと、地域の博多小学校の「表現の舞台」を会場として、

昨年に引続き3回目の「親子ＤＥ音楽ワークショップ手づくりトランペット」

を開催しました。29組61名の親子の皆さまが、最初にさまざまな楽器の「音

がでる仕組み」を実演をまじえながら勉強した後、準備されたビニールホース、

クリアファイル、プラスチックマウスピースを使って、自分だけのトランペッ

トの制作を楽しみました。

完成後は参加者全員でのア

ンサンブルを行いました。

　初日はいとうせいこうさんらと部会員でまち歩き

を行い、100名の来場があった午後のトークショーで

博多のまちの新しい「植物の見方、歩き方」を提案し

ました。

　2日目のキャンペーンではＮＨＫ福岡「ぐるっと８県

九州沖縄」という番組の特集に取り上げられました。

　協議会と堅粕校区自治協議会との連名で博多区に申請した道路愛称「博

多区役所通り」が、博多区道路愛称委員会により 8月 6日に承認されまし

た。2013 年 3月を目途に、通りにサインを設置いたします。

　自転車の安全利用やルール・マ

ナーの周知を図るため、福岡市や

博多警察署、アビスパ福岡の選手

らとともに、博多口駅前広場でチ

ラシを配布しました。

　NPO環境緑化を考える会のご協力のもと、日本最大級の木造大仏がある

東長寺の大仏殿にて「木のふしぎ・木の魅力」のお話をうかがい、国産ヒ

ノキを使用した円形木琴づくりを31組 83名の皆さまが親子で楽しみまし

た。のこぎりやカッター、金槌を使用する作業もありましたが、協力して

工作を楽しみ、最後には完

成した円形木琴の音色が会

場に響きわたりました。

　日本の伝統文化である「能楽」について、能楽師白坂保行さんをお迎えし、博多における能楽の歴史や住吉神社能
楽殿とのかかわりをわかりやすく解説していただきました。能の実演を交えた解説で、初心者における能の楽しみ方や、
博多ならではの山笠やどんたくと能の関係を話していただき、最後は参加者全員で能楽殿を探訪しました。
　福岡市有形文化財に指定されている建物や舞台裏の解説など、普段見ることができない能楽殿の姿を見ることができました。

　博多警察署のご協力のもと、ま

ち全体の防犯意識の更なる向上と

定着を目的に、第４回「防犯対策

講習会」を実施しました。68 名

の会員の皆さまと共に、夏に向け

て増加傾向にある「性犯罪防止対

策」や自転車の正しい走行ルール

を学びました。

　第12回

住吉神社能楽殿

博多まち歩きマッ
プ秋冬版が完成！

皆さまの声にお応えして、秋の「まち歩き」をより
お楽しみいただけるよう、大幅なリニューアルを
行い、最新の博多まち歩きマップを製作しました。

・博多駅周辺のまちを、3つのエリアでご紹介！　
　御供所周辺エリア（由緒ある寺社が並ぶ寺町の凛とした空気を吸う）
　博多駅周辺エリア（博多駅を出発してアートと博多文化に触れよう）
　中洲川端周辺エリア（古きよき下町情緒が残る活気あふれる町へ）
・博多の歴史・文化を掘り下げた

　「博多知っとーと？STORY」コラムページを新設！
・食の宝庫「博多」の必食グルメを紹介！

・博多遊学プロジェクトと連携して、イベント情報をさらに充実！

10/1（月）～11/30（金）
に博多の名所（17ヶ所）
および、４つのイベント
で、スタンプラリーを実
施します！

バッジのデザインも

3種新登場！

リニューアルした点

博多秋博スタンプラリー2012でステキな賞品をもらおう！

【にわか猫コース】

スタンプ5個押印ごとに、
にわか猫缶バッジ１個を
先着でプレゼント！

スタンプ5個もしくは15個
押印で、ホテル宿泊券など
を抽選でプレゼント！

【よかもんコース】

20(土)10

11

「藤田公園バンブーキャンドルナイト」 
　　　　　　　　　+大博通り灯明

13：30～17：00

「Jazztronik LIVE at 住吉神社能楽殿」
2(金) 19：00～

　博多の歴史や町文化に触れることのできるウォ
ーキング。博多ゆかりの神社・仏閣、博多　　山笠
コースなど見所満載です。参加者にはにわか猫缶バ
ッジをプレゼント。（数量限定）

11 駅長おすすめのJR九州ウォーキング
3(土・祝) 　8：30～11：00　スタート受付

クリエイティブ・
コミュニティビルのつくり方14日

博多まちづくりシンポジウム・プレワークショップ

サプライズガーデニング
in博多駅前14日

不動産価値再生～ 
ビル１棟リノベーションの役割14日

リノベーション講座１

リノベーションによる
地域活性化の試み15日

リノベーション講座2

モカシンルームシューズを
作ろう17日

大人も子供も楽しむワークショップ

広場でつながる、まちと人々

博多まちかど文化祭

番外編
博多まちづくり推進協議会16日

ペチャクチャナイト博多

建物や大好きな動物を使って
オリジナルのスノードームを作ろう18日台北カフェストーリー16日

出勤前にリラクゼーション～
禅寺でのはじめての座禅体験16日 Ocean Field presents 

高鈴 "新世界ツアー2012" 
　　　　　　　　  福岡

17日

17
18～
日

8/
（土）25

8/
（月）6

8/
（土）4

♪ ♪

♪

決定！

7/
（日） （月）1 ・2

◆博多区役所通り（はかたくやくしょどおり）

　博多区の行政の中心となる区役所南側の通りで、　地域にとっても馴染みのある通り。

7/
（木）19

8/8（水）

28（火）

　まち全体で約１，０００人の参

加があった今回の打ち水。打ち水

前に３０．８度だった気温が２９．

８度まで下がり、“ひ～んやり！”

とした空気が流れました。メイン

会場の博多口駅前広場では、風鈴

絵付けや氷柱の設置、「クールシェ

アふくおか」の取り組み紹介など

のイベントも行いました。

8/

出演者：いとうせいこうさん、柳生真吾さん

意見交換の様子

　博多まちづくり推進協議会の第２回理事会において、福岡地域戦略推
進協議会（Fukuoka D.C.）の後藤太一事務局長と情報交換を行いました。
　Fukuoka D.C.は、国際競争力の強化による福岡都市圏の持続的な成
長を達成するために、観光、環境、食、人材、都市再生の観点から戦略を策定
し、推進する協議会です。博多のまちは、個性を磨くことでさらに国際的にも
評価が高まるという意見をいただくなど、活発な意見交換を行いました。

地下通路壁面アートバナー14日

１１/14（水）～１１/19（月）

テンジン大学

午前午後の

2回開催

午前午後の

2回開催

♪

♪

～

博多まちづくりシンポジウ
ム・プレワークショップ【ク
リエイティブ・コミュニティ
ビルのつくり方】

14日

【サプライズガーデニング
＠博多駅前】

リノベーション講座１【不
動産価値再生～ビル１棟
リノベーションの役割】

リノベーション講座2【リノベ
ーションによる地域活性化
の試み】

15日 15 MUJI キャナルシティ博多・
大人も子供も楽しむワーク
ショップ【モカシンルームシ
ューズをつくろう】

17日

17日

博多まちかど文化祭【広場
でつながる、まちと人々】

南方流お茶会【東林寺で味
わう秋】

ペチャクチャナイト博多【番
外編：博多まちづくり推進
協議会】 東急ハンズ博多店・ワーク

ショップ【建物や大好きな
動物を使ってオリジナルの
スノードームを作ろう】

18日

博多まちづくりシンポジウ
ム【都市型コミュニティの
創造と再生～プラットホー
ムづくり～】

19日

福岡テンジン大学 【出勤前
に座禅と朝粥でリラクゼー
ション～禅寺でのはじめて
の座禅体験～】

「台北カフェストーリー」
上映会とヨガ体験byユナ
イテッドピープル

16日 Ocean Field presents 
高鈴 "新世界ツアー
2012" 福岡公演

17
18～
日

布モノデザイン展
CORE-TEX VOL.3 【布
祭り2012～Tシャツやバ
ッグにプリントしよう～】

14
19～
日

アートポイント博多口【地
下通路壁面アートバナー】

詳しくは博多まち歩きマップ、または

１１/14（水）～１１/19（月）

14日～

28(日)10
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私たちのまち「博多」～博多のトピックス～

Hakatan OL Club Selection Vol.11
ロイヤルパークホテル ザ 福岡　“Octa Café”・“THE BAR”
福岡市博多区博多駅前2- 14 -15■ ■ 092-414-1111

　今回は、昨年7月に開業した「ロイヤルパークホテ
ル ザ 福岡」の“Octa Café”-オクタカフェ-と“THE BAR”-
ザ バー-をご紹介します。
　福岡を中心に女性からの支持を集めているブラン
ド「オクタホテル」とコラボレーションした“Octa Café”。
ビュッフェスタイルの朝食は、九州産にこだわった新
鮮な野菜を中心に、ふわふわの卵料理。ランチには、
種類豊富なデザートが揃っており、OL仲間との平日ラ
ンチはもちろん、友達との会話を楽しみながらの休日
ランチもおすすめです。カフェタイムには、旬のフルー
ツを盛り込んだケーキや、いち押しのOcta Caféオリ
ジナルフレンチトーストなどがあり、フレンチカジュア
ルをコンセプトにした心地よい空間で、ゆっくりとした

時間を過ごせます。
　夕方からは、隣にある“THE BAR”がオープン。『自分
磨きにこだわりを持つ大人の隠れ家』をコンセプトに、
ワインやカヴァなどを楽しみながら、ゆったりとした雰
囲気で居心地の良い時間を過ごすことができます。ま
た、11月15日より「THE BARREL（ザ バレル）」を開催し、
樽出ボージョレー・ヌーヴォーをお楽しみいただけま
す。（1,039円(グラス)、1,628円(オードブルとセット)、
樽が無くなり次第終了。）　　
　11月16日から1月15日まで、「ロイヤルパークホテ
ル ザ 福岡」周りの街路樹全てにイルミネーションも
点灯しますので、仕事帰りにのぞいてみてはいかがで
しょうか。

“Octa Café”　
朝食7：00～10：00
ランチ11：30～14：00
（ラストオーダー13：30）
カフェタイム14：00～17：00
（ラストオーダー16：30）
【TEL】 092-414-1131

“THE BAR”　バータイム17：00～25：00 （ラストオーダー24：30）
【TEL】 092-414-1112

　歴史ある博多の寺社の建物や庭園な
どを幻想的にライトアップするイベントで
す。博多小学校では、日田市や竹田市の
竹灯籠や山鹿市名産の和傘オブジェを
展示するほか、映像により校舎が動いて
いるかのように見えるプロジェクションマ
ッピングが投影されます。櫛田神社でお
昼から開催される冷泉うまかもん市など
関連イベントも盛りだくさん。

　中世博多をモデルとした景観づくり
の一環として、博多のシンボルとなり、
観光客へのウェルカムゲートとしての 
「門」が建設されます。この「門」をきっ
かけとしたまちの活性化を目指し、地
域住民や企業などで構成する「中世博
多をモデルとした景観形成期成会」が
発足し、博多まちづくり推進協議会も、
その一員となりました。11/22（木）ま
で門の名称を募集しています！
(問合せ：博多区役所地域支援部地域振興課)

　ふくこいアジア祭りとは「 福よ来い」
と願いをこめて踊る「福踊り」から始ま
り、今年で13回目を迎えました。会場
の一つ、博多口駅前広場でも、幅広い
世代・国際色あふれる参加者の皆さま
の踊りでにぎわいました。
 (※決勝戦は台風の影響により延期)

　博多を代表するお祭り“博多　　山
笠”が、今年の夏も熱く盛大に開催され
ました。動く“舁き山笠”は、7/10の「流
舁き」を皮切りに、7/15の「追い山笠」
までの間、博多のまちを勢いよく駆け
巡り、豪華絢爛な“飾り山笠”も市内14
ヵ所にて公開され、多くの人々がその
迫力に見入っていました。

　今年も協議会の一大イベント「はかたんウォーク」が始まりました！今回は「博多まち歩きマップ」のリニューアルや、「スペシャルイベントウィーク」の開催など、これまで以上に皆さまにお楽し

みいただける工夫が満載です。どうぞご家族やお友達と一緒に、秋の博多をお楽しみください！！

　「はかたんだより」では様々な意見を募集しております。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 】有隅基樹　◆編集会議メンバー　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、福岡地所：井上、博多ターミナルビル：劉、　

　NPO法人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

承天寺付近に「門」建設！！

9/15（土）・9/16（日)
ふくこいアジア祭り2012

11/21（水）～25（日）
博多ライトアップウォーク2012 博多千年煌夜

7/1（日）～7/15（日)
博多　　山笠

　今後、全７回（予定）のプロジェクト会議を通して、皆さ
まと共により効果的な“エリアマネジメントのガイドライ
ン”を目指してまいります。また、こ
の「ガイドライン改訂プロジェクト」
につきましては、プロジェクト会議
の都度発行する「プロジェクトNEWS」
にて会員の皆さまに報告してまい
ります。どうぞお楽しみに。

「博多まちづくりガイドライン改訂プロジェクト」ついに本格始動 ！ ！
　平成２４年９月７日（金）、「博多まち
づくりガイドライン改訂プロジェクト」キ
ックオフミーティングが開催されました。
プロジェクト座長である九州大学の坂
井猛教授のもと、次回から本格的に始
まる改訂作業に向けて、平成２１年１
２月に策定した現在の「博多まちづくり
ガイドライン」を振り返り、今後の検討
テーマと内容について事務局より提案
させていただきました。
　当日ご参加いただいた方は、２９会
員・４３名の皆さま。ガイドライン策定

当時をご存知ない方も多く、「博多のま
ち」に対する新たな意見が期待されま
す。キックオフとなる今回も、「もっと博
多の資産（歴史･文化など）に注目して
はどうか」「ターゲットを明らかにしては
どうか」など、すでに改訂に向けて様々
な意見が集まりました。

関東地区

視察！
関東地区

視察！
　博多まちづくり推進協議会では１０月１１日（木）
～１２日（金）の日程で、ガイドライン改訂に向けて
先進地事例を学び見識を深めるため、総勢２１名の会
員による「関東地区視察」を行いました。

「柏の葉アーバンデザインセンター
（ＵＤＣＫ）」

　大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会は、企業、団体、行政等との連携により、

都市空間の適切かつ効率的な開発、利活用等を通じたまちづくりでエリアの付加価値

を高め、東京の都心としての持続的な発展に寄与することを目的としています。仲通り

を中心に沿道建物の低層部には魅力的なショップが並び、音楽、アート、環境イベント

等が開催されるなど、歩いて楽しい充実した空間づくりが行われています。安定性の高

いエネルギー供給と情報ネットワークを生かした防災対策や、ＩＣカードを使った環境

保全活動（エコ結びプロジェクト）などの先進事例を研究し、実際にまちのにぎわいも体

験することができました。

「大手町・丸の内・有楽町地区
  まちづくり協議会」

　臨海副都心エリアは東京港の埋立地に最先端の都市インフラを備え、職と住の均衡

のとれた都市を目指しており、それぞれの地区の特性に応じて、現在も段階的に開発

が進められています。東京都が発行する「臨海副都心まちづくりガイドライン」に沿って、

開発事業者が共同で対処し、広告協定の運用（屋外自家用広告物の自主規制・屋上看

板の禁止・ネオンの自粛等）や、会員企業による無料巡回バス運行、お台場の地域特性

を生かしたにぎわいイベントや集客事業に取りくんでいました。

「臨海副都心まちづくり協議会」

千葉県柏市

東京都千代田区

東京都江東区

その①

その②

その③

柏の葉アーバンデザインセンター 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会

　まちづくりにおいて「エリアマネジメント※」が担うべき役割を再認識することができまし
た。今回の視察で得た知見を生かし、協議会の活動・運営を通してまちの将来像を実現す
るための、「エリアマネジメントとしてのガイドライン」となるよう改訂を進めます。

＜坂井座長からのコメント＞
　建物・道路・木・水や、シーンのかたま
り、そして人の営みがまちをつくります。
現在のガイドラインは教科書的である

けれども、「博多の
まち」がシーンや
将来像として初め
て示されたことに意義があります。
　現在のガイドラインに足りないもの
を補い、短期・中期・長期におけるアク
ションが見えるようにす
ることで、エリアマネ
ジメントのガイドライ
ンとしてより効果的な
ものになります。今後の
検討が期待されます。

座長の坂井教授

※地域における良好な環境や地域の価値の維持・向上に向けての住民・事業主・地権者等による主体的な取り組み

　ＵＤＣＫは公・民・学連携によるコラボレーションの総合・複合を地域主体で実践する、

まちづくりの拠点として設立されました。「まちのクラブ活動」、マルシェ、コミュニティ放

送など、住民や近隣の大学、行政が一体となって、環境と価値を創造・維持・発展させるエ

リアマネジメントの「仕組み」を構築し、その中心に「場」としてのＵＤＣＫがあることで、

地域を更に活性化させています。視察では、駅周辺やモビリティシェアリング等の取り組

みを見学し、活動事例を学びました。また協議会の顧問でもあるＵＤＣＫセンター長の

出口敦教授（東京大学）と、活発な意見交換を行いました。

博多まちづくり推進協議会11月以降の主なスケジュール

ガイドライン改訂プロジェクト第3回プロジェクト会議

ガイドライン改訂プロジェクト第２回プロジェクト会議

はかたんウォーク「秋のスペシャルイベントウィーク」 第3回理事会・忘年クリスマスパーティ（於：八仙閣）

博多口駅前広場X’masコンサート「博多ミュージックリボン」
”スウィングカーニバル”＆”100人ゴスペル”

１１／２（金）

Jazztronik  LIVE  at  住吉神社能楽殿１１／２（金）

駅長おすすめのJR九州ウォーキング１１／3（土・祝）

１２／７（金）

１２／１5（土）

１２／１８（火）

冬期イルミネーション
「冬のファンタジーはかた’１３」スタート１１／１６（金）

１１／１４（水）
  ～１９（月）

スペシャルクリーンデイ１１／１６（金）




