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※ベースの和洋器楽 コンサートチラシ

日付 開演時間

19:00 住吉神社能楽殿 九州内管弦楽団
（弦楽四重奏）

場所 出演者 入場者数

194 名

　九州新幹線全線開業日に合わせ、寺社での三夜連続のライブコンサー

トを実施予定であったが、東北地方太平洋沖地震の被災状況を考慮し、

第二夜および第三夜の公演を中止しました。

三夜連続博多寺社めぐりコンサート
3月11日（金） 【12日・13日（土・日）は中止】

　博多駅周辺にあるれるたくさんの魅力に触れてもらうために、博多と天

神の主な観光スポット 25 箇所のスタンプを集めるスタンプラリーです。

福岡市主催の「福博花しるべ事業」と連携して実施。押印スタンプには、

それぞれの箇所の特徴を表現したオリジナルデザインを製作し、より一

層、スタンプラリーを楽しんでもらえるようにしました。

3月12日（土）　 5月15日（日）

パンフレット

博多駅前ビジネスセンタービル横

3/11
（金）

19:00 承天寺方丈 SAKURA
（箏＋ピアノ＋※ベース）

中止3/12
（土）

17:30 東長寺本堂 青木カレン・SHANTI
（ジャズボーカル）

中止3/13
（日）

キャナルシティ博多 博多町家 赤煉瓦文化館

　九州新幹線全線開業により多くの来街者が見込ま

れることから、秋の「博多まち歩きマップ」をリニュー

アルし、15 万部を博多駅総合案内所や情報プラザ

（福岡市役所）、掲載店舗などに配布しました。また、

秋のはかたんウォークと同様に、多くの方々の目に

留まるよう、「マップスタンド」や「店頭ステッカー」

の活用を、掲載店舗等に働きかけました。

博多まち歩きマップ
2011年春号

　福岡県主催の九州新幹線全線開業記念イ

ベント「にぎわい広場」の開催に合わせて、

はかた駅前通りの民地４ヶ所（博多駅前ビ

ジネスセンタービル２ヶ所、損保ジャパン福

岡ビル、福岡コンピューターサービス）で

飲食ブースを展開する予定でしたが、東北

地方太平洋沖地震の被災状況を考慮し、二

日目の実施を中止しました。3 月 11 日のみ小倉発祥焼きうどん、自家製

野菜の大鍋カレー、対馬イカ飯、鹿児島黒豚肉マンのほか、キャナルシティ

「ラーメンスタジアム」からの出店など、九州各地の「うまかもん」計 11

の販売ブースを設置して営業しました。

博多カフェ屋台
3月11日（金） 【12日（土）は中止】

　2011 年春の九州新幹線全線開業を間近に控え、博多駅

周辺地域のまちづくりに対する期待が高まるなか、「九州新

幹線全線開業に合わせ、博多のまちの魅力を高め、広く発

信すると共に、まちづくり機運を高めるイベントを実施し、

更なる活性化につなげる」ことを目的に実施する、九州新

幹線全線開業記念事業『はかたんウォーク』です。

九州新幹線全線開業記念事業

はかたんウォーク・福博花しるべスタンプラリー

ちょい食べ博多んグル麺
3月12日（土）　 5月15日（日）

　博多が「うどん」「そば」の発祥の地であり、また、

博多の「ラーメン」が圧倒的な人気を誇ることから企

画した麺料理の食べ歩きイベント。ラーメン・うどん・

そばの参加人気店 27 店では、「ちょい食べ博多んグ

ル麺」のパンフレットをご提示した方に、ハーフサイ

ズメニューなど期間限定メニューを提供します。

博多まち歩きフォトコンテスト
3月12日（土）　 5月15日（日）

　博多のまち並み、建物、祭りなどの博多の魅力を題材にした写真を募

集します。期間中には、プロの女性講師による撮影会「女性のための

120 分フォトセミナー（4/2）」を開催します。
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　九州新幹線全線開業によって博多駅地区の

みでなく福岡都心部に多くの方が訪れることを

見据え、まち全体に『おもてなし』の機運を向上

させることを目的に、「We Love 天神協議会」、

「中洲地区安全安心まちづくり協議会」、「博商

会」、「おっしょい博多クリーンアップ作戦（博多

警察署や福岡商工会議所などで構成）」と連携

して、同日・同時間帯にて、各参加団体の地域

で各々が美化活動を実施しました。

　博多駅前という立地にありながら、全般的な

設備の老朽化や駐輪状況により、永らくその機

能を発揮する事が無かった明治公園の将来像

について、地域と共に考えるワークショップを

東住吉まちづくり協議会と共に、昨年 10 月か

ら 4 回実施。ワークショップの成果は、地域が

求める明治公園の将来像として、福岡市長に

提言します。

　当社は空調・給排水衛生設備を通じて、皆様に快適で安全な居心地を提供している企業

です。空調･衛生設備とは、建物に空気や水を通し、いわば命を吹き込む役割を担っています。

更に重要な役割として、地球環境のためにエネルギーを無駄なく使う設備を提案することで

す。私共は、長年培ってきた技術力を元に，環境負荷低減に貢献しております。

会員さん紹介

次号会員募集！！

三建設備工業株式会社 九州支店
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-1-1 博多三井ビル 7 階　TEL : 092-472-1211

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。

　九州新幹線全線開通・

新博多駅ビル開業とちょ

うど同時期に協議会への

参加となりましたが，当

社も社員一人ひとりが地

域社会に対して、まず清

掃活動を通じて恩返しさ

せていただき、今後も博

多地区が更に賑うよう、気持ち良く人々が集えるよう努力して

ゆく所存です。何卒、新参者ではございますが、ご指導の程、

よろしくお願い申し上げます。

    九州支店 桜井さん

他団体との連携事業

2011春のスペシャルクリーンデイ天神・博多まち歩きマップ 明治公園ワークショップ
3/102011年 春号 10/14・11/18・12/16・1/20

　We Love 天神協議会との共同

で製作した「天神・博多まち歩き

マップ」。九州新幹線全線開業によ

り多くの来街者が見込まれること

から、10 万部を発行しました。天

神と博多の名所・旧跡、人気スポッ

トなどを４つのコースで紹介して

います。また、天神と博多の歴史が

分かるページもあり、読み物とし

ても楽しめます。

はかた観光案内ボランティア
3月19日（土）　 5月15日（日）の土・日・祝

　昨年新幹線が開業した青森、釜山の両都市

の見識者を迎え、「まち」が指針とすべきキー

ワードは何か、そしてどのように動くべきかを

探る。基調講演では、まちづくりの先進事例

を交え、今後のまちづくりのあり方やアプロー

チ方法について、またパネルディスカッション

では「観光」という視点も加えながら、博多・

青森・釜山のまちづくりについてパネリストが

体当たりで意見を交わします。

　福岡市観光案内ボランティア協会

との連携により、博多の観光スポッ

トを紹介する特設案内拠点を博多口

駅前広場とキャナルシティ博多に設

置。まちに溢れる観光資源と来街者

を結びつけるホスタリティあふれる観

光案内を実施中です。 博多口駅前広場の様子

※

※5月 3日（火）、5月 4日（水）を除く。

シンポジウムチラシ

まちづくりシンポジウム
4月12日（火）



9
（水）
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にぎわい部会 第2・4水曜日

安全安心・環境部会 第3木曜日

第５回博多の歴史探訪
「楽水園庭園散策と“香り”を聞く集い」

第2火曜日回遊部会

通り名サインを設置しました！

各部会からのお知らせ こ ん な 活 動 し て ま す 。

ＡＥＤ講習会実施しました！

　   講習会の様子

　   博多ランチ&ディナー王

　   末広通りの様子

2

24
（木）

2

　暦の上では春を迎えながら、まだ寒

さが続く2 月に「第 5回歴史探訪」で

訪れたのは、住吉神社そばにひっそり

と佇む楽水園です。明治時代に建てら

れた博多豪商の別荘を茶室棟として

改築し、四季折々の樹木や草花を楽し

める庭園は、博多の人々の憩いの場と

なっています。

　当日はお天気にも恵まれ、ひとしき

り庭園を散策した後、室内にて日本独

自の芸道として発展してきた「香道」を

体験しました。香道の歴史は大変古く、最初に日本に渡来した香木の記

録は日本書紀に残されています。その後、室町時代に公家により作法が

大成、継承され、将軍や大名など位の高い武士にも広まりました。熱帯地

方の国々で採取される伽羅や羅国など貴重な香木を香炉で熱して香り

をたたせ、その香りを鑑賞するいかにも雅な日本の伝統文化です。

　今回は二大流派のひとつである「志野流」の先生をお招きし、香道の作

法を学びながら、香りの異同を聞きあてる「源氏香」という遊びを教えて

頂きました。参加した 21名は皆初めての経験で、少し緊張した面持ちで

香炉をまわしていましたが、聞きあての結果をそれぞれ記入する頃には

和やかな雰囲気に包まれ、見事 2 名の正解者が出ました。

　先生にお持ちいただいた室町時代の屏風や、美術品として最高峰と言

われる香道具など実際に見たり触れたりしながら、日本の伝統文化を学

ぶとても貴重な経験でした。

「博多ランチ＆ディナー王」発行しました。

　「身近な話題で博多の魅力を再発見し、たく

さんの人と情報共有したい」という思いで活動

を続けている博多まちづくり推進協議会。一昨

年の「博多ランチ王（キング）」、昨年の「博多ディ

ナー王」に続き、今年度は更にパワーアップし

た「博多ランチ＆ディナー王」を発行しました。

九州新幹線の全線開業、新博多駅ビルの開業

と、今最も注目を集める博多エリアのとってお

きの情報を集めております。今回は、協議会

の企画ページをジャンル別に３つのテーマ（ラ

ンチ、ディナー、スイーツ）で分けました。協

議会メンバーだからこそ知る、お得なランチか

らゴージャスなディナー、さらに九州新幹線全

線開業に併せた春のスイーツ紹介など、新博多

のグルメ情報が満載です。今回も、取材・原

稿作成・校正作業の一連作業を、メンバー全

員で分担しました。今後も、より一層人の流れ

が活性化する博多において、地域で連携を固

め、「博多力」を向上していきましょう！！

12
（土）

3

　昨今見聞きすることが多くなった

ＡＥＤについて、その取扱い方法等

の見識を深め人命救助に備えるとと

もに、まちの連帯感を高めることを

目的に、「ＡＥＤ講習会」を博多消防

署にて開催しました。人命救助に関

する上映会の後、心臓マッサージやＡＥＤの取扱い方法について一人一

人が丁寧な実演指導を受けました。受講された方は、「いつ必要になる

知識か分からないので、このような講習会があれば備えられる。とても

為になった講習会でした。」と、好評でした。最後に、受講者全員に「普

通救命講習修了証」が発行されました。

　博多駅周辺には、区画整理ででき

た愛称のない通りがたくさんありま

す。これらの通りに愛称を付けること

によって、地域の愛着を育てるととも

に、九州新幹線全線開業により増加

が予想される来街者にも分かりやす

い道案内ができるようになることを目的に、当協議会では、平成 20 年度か

ら道路に愛称を付ける活動を行ってきました。

　当協議会での活動等を受け、博多区役所において、道路に愛称をつける

事業（博多区道路愛称事業）が実施されることとなり、昨年 6月に 21本の

通りについて愛称を申請し、うち14 本の通りについて愛称が認められまし

た。そしてこのほど、博多区役所と調整のうえ、28 本の街路灯に 56 枚の通

りに愛称を明記したサインが設置されました。

フォトグラファー／岩本雅達



博多まちづくり推進協議会 主な活動スケジュール

4/12（火）

4/14（木） 通常総会

4/21（木）

5/3（火）

5/4（水）

第176 回クリーンデイ

「はかた駅前通りどんたく広場」開設

シンポジウム「博多・青森・釜山まちづくり作戦会議」
於：JR 九州ホール

博多の良さ”や“博多の隠れ家的スポット”を探し、情報を発信することを通して、博多がキラキラと輝くまちになること
を目的として活動している、博多駅周辺企業のOLによる企画提言チーム。※メンバー募集中！

このたび東北地方太平洋沖地震で被災された皆様にお見舞い申し上げるとともに、お亡くなりになられた方々に対し、心よりお悔やみ申し

上げます。一日も早い復興をお祈りしております。私達はこれまで以上に力を合わせ、明るく力強く前に進み、ここ九州から日本全土を

元気にしていきたいと思います。事務局／JR 九州：092-474-7243  ＞＞http://www.hakatan.jp

◆編集会議メンバー一同：（ウェルビー：古場、キリンビール：中井、環境緑化を考える会：倉富・木村、福岡アジア都市研究所：栗原・白浜、

西日本シティ銀行：田中・本吉、福岡地所：溝口、福岡リアルティ：近藤、朝日新聞：鳴川、JR 九州：吉田・西島）

Hakatan OL Club Selection Vol.06 「はかたんOLクラブ」がおすすめの花見スポットをご紹介！！
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。
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「冬のファンタジー・はかた '11」
フォトコンテスト入賞作品決定！
　今年度のフォトコンテストの応募作品をにぎ

わい部会で審査選定いたしました。入賞した作

品には、今年度からイルミネーションを実施し

た筑紫口中央通り（仮称）のイチョウ並木を写

したものも選ばれました。授賞８作品のうち７

作品の背景に博多駅が写されており、九州新

幹線全線開業と新博多駅ビル誕生へのみなさ

んの期待が伺い知れます。

　応募作全般の被写体としては、やはりイルミ

ネーションそのものを狙ったものが多かったの

ですが、家族での散歩風景や、動き出すのを待っ

ている新駅ビルの大時計など、昨年よりも幅広

いモチーフで撮影されていました。冬の風物詩

として定着して、まちの人々の様々な活動の背

景に馴染んでいって欲しいと思います。

編 集
後 記

「Hakatan OL Club」とは？

博多のおすすめ花見スポット

　オフィスビルが建ち並ぶ大博通り沿いにある東長寺。

大同元年（806 年）に空海（弘法大師）が唐での修行の後

帰国し、博多滞在の折に「密教が東に長く伝わるように」

と祈願し建立されました。

　門をくぐると正面には桜の大樹が堂々と豪華に咲いて

います。樹齢約 60 年の桜の木は、今まで枝を切らずに伸

ばしたままで、桜が咲くとボリューム豊かなキレイな円形

になります。お昼休みなどに、気分転換を兼ねて何度も

訪れたくなる場所です。厳かな雰囲気の中、静かに春の

息吹を感じましょう。

福岡市博多区御供所町 2-4  ■市営地下鉄「祗園」駅より

徒歩1分  ■西鉄バス「奥の堂」停より徒歩1分

博多のおすすめ花見スポット

　キャナルシティ博多の前にある公園。公園内には、昔、

遊園地「向島」を建設した際に記念して建設された灯籠

があり、戦後に公園南端に移されてきました。灯籠には、

会社広告が彫りこまれ、博多随一の広告塔でした。

　春になると、公園の那珂川沿いには多くの桜が咲き並

びます。お昼にのんびり川沿いに座ってランチをするの

もよし、夜には近くに建ち並ぶ屋台でラーメンなど食べ

ながら花見をすることもできます。ゆっくり歩きながら春

を楽しむのも良いでしょう。

福岡市博多区中洲 1・4・5 丁目（那珂川沿い）

■市営地下鉄「中洲川端」駅より徒歩 3分

■西鉄バス「東中洲」「南新地」停より徒歩２分　

優秀賞：「クリスマスツリーとイルミネーション」樋口昌大さん

博多のおすすめ花見スポット

　公園内には桜や松など大きな樹木が多く、野球場、

ジョギングコース、大型遊具等が整備されています。

　山王公園は 300 本近い桜が咲き誇る古くからの桜の

名所で、桜の季節には大勢の人でにぎわいます。お昼はも

ちろん、夜桜も楽しむことができ、昼夜問わず春の情緒

を満喫できます。また、綺麗な桜を眺めながら、敷地内の

ジョギングコースで心地よい汗を流すのも良いですね。

福岡市博多区山王1丁目 9

■市営地下鉄「東比恵」駅から徒歩 8 分

■西鉄バス「山王公園前」停より徒歩1分

東長寺 清流公園 山王公園
とうちょうじ せいりゅうこうえん さんのうこうえん
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