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精華女子高等学校吹奏楽部

①琉球國祭り太鼓 ②しまばら不知火連どんたく隊 ③MAKI バトントワラーズ ④ふくこいどんたく隊 ⑤マレーシアどんたく隊

東京ディズニーリゾート

「特別参加どんたく隊」で盛り上がる！！

大盛況だった「はかた駅前通りどんたく広場」

5月3日（火）10:00～11:30 

　1 日目は午前 10 時に開会され、

オープニングを「精華女子高等学校

吹奏楽部」の方々によるマーチング

演奏で華々しく飾っていただきまし

た。そして「地域や国の祭りが結集、

がんばろう日本 !!」のテーマのもと、

熊本、島原・西海、海外からはタイ、

マレーシアといった特別参加どんた

く隊の方々に演技していただき、多くの観客の方々を楽しませてくれまし

た。エンディングには、４月にデビューしたＬｉｎＱの皆様に登場していた

だき、1日目のどんたく広場を締めてもらいました。

　また、特別参加どんたく隊の演技終了後には、福岡市民の祭り振興会

会長や福岡市長、福岡県知事、そして、五木ひろしさんといった方々によ

るパレードも行われ、沿道の方々に惜しみなく手を振っていただきました。

　2 日目も午前 10 時に開会され、

「ふくこいどんたく隊」の方々の迫

力あるオープニングで幕開けしまし

た。まずは「伝統文化で日本、そ

して世界に力を」をテーマに、伝

統芸能の団体に和の文化を披露し

ていただき、続いて「人と人を笑

顔がつなぐ」をテーマに、ダンス＆

ソングのチームが笑顔あふれる演技を見せてくれました。最後の「前へ、

前へ、楽しくそして力強く !」のテーマでは、マーチングとパフォーマン

スのチームが、若さや元気を運んできてくれました。そして、エンディン

グには、あの “夢がかなう場所” 東京ディズニーリゾートに登場していた

だき、ミッキーとその仲間達が、大人や子供を問わず多くの観客に歓喜

と満面の笑みを届けてくれました。

　この 2日間、計 36 団体、約 1,800 名の方に参加していただき、また、予想以上の観客の方で「はかた駅前通りどんたく広場」が大いに

盛り上がりました。博多駅周辺に新たなにぎわいを創り出した「はかた駅前通りどんたく広場」。近年にない人出により、天神地区との回

遊性も生まれ、福岡都心全体の盛り上がりに貢献できたのではないでしょうか。

「はかた駅前通りどんたく広場」の開催にあたり、ご協力いただいた数多くの会員の皆様、一目見ようと足を運んでくださった方々、一緒

に盛り上げたり応援してくださった方々、本当にありがとうござました。今後も、益々博多のまちを盛り上げられるよう、皆様方と一緒に進

んでいきたいと思います。

「はかた駅前通りどんたく広場」が大変盛り上がりました！
　今年のどんたくは、福岡市民の祭り 50 周年と九州新幹線全線開業・新博多駅ビル開業を記念し、博多駅とキャナルシティ博多を結ぶ「はかた駅

前通り」にどんたく広場が開設されました。その名も「はかた駅前通りどんたく広場」！！福岡市民の祭り振興会事務局と当協議会が運営主体となっ

て実施し、5月 3日、4日のはかた駅前通りが観光客などであふれ、大変盛り上がりました。

1日目 「一般参加どんたく隊」が続々登場！！
5月4日（水）10:00～13:00 

2日目

2 3

41 5
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　当社は鉄道インフラ設計を主とするコンサルタントですが、7年前に環境に配慮した事業を

展開する「緑化事業部（今年グリーン事業部に改編）」を設置し、屋上緑化・壁面緑化、屋

上菜園やグラスパーキング ( 芝生駐車場 ) 等の設計・施工を手掛け、福岡のオフィス街に緑

の癒しを提供してまいりました。

ビルの屋上でお米や野菜を収穫する、こんなことが実現できるのも当社の技術ならではです。

博多駅ビルの屋上にも田んぼや畑があります。皆さんもぜひ足を運んでみてください。

会員さん紹介

次号会員募集！！

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街 1-1JR 博多シティ 9F   TEL :092-409-5239

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。

本年より協議会の新しい取

り組みとして開始された「は

かた駅前通り植栽管理事

業」に携わっています。「環

境緑化を考える会」の皆さ

まとともに季節ごとに花を

植替え、来街者の目を楽し

ませることにより「おもてなしの向上」に努めています。

花は日頃からの世話が大切です。花の世話を通じてコミュニ

ティを形成し、まち全体のおもてなしムードが高まるようこれ

からも取り組んでまいります。

    JR 博多シティ屋上庭園前で。三浦さん

　4 月 14 日（木）JR 九州ホールにて通常総会を開催し、

平成 23 年度の事業計画が決定されました。本年度は、

「にぎわい、回遊のさらなる向上」「おもてなしの充実」

を基本方針とした中期活動計画 2013 がスタートします。

　これまでの 3 年間で培ったノウハウと、評価の高い事

業の継続を基礎として、新たな「まちづくり」へのチャ

レンジ、そして天神、中洲、博多部などの都心における

まちづくり組織と一層の連携を深める基本スタンスとし

ています。

　今年度も会員の皆さまで力をあわせ、よりよい「まち

づくり」を進めましょう！！

平成23年度事業計画決定！！

ジェイアール九州コンサルタンツ株式会社

基本方針

■中期活動計画の基本方針と戦略

新たな「まちづくり」へのチャレンジ

天神地区、中洲地区、博多部などとの一層の連携

にぎわい、回遊の
さらなる向上

博多の魅力を再開発する

もう一歩先へと歩き出したくなるまちに

「九州・アジアの玄関口」としてふさわしいまちに

まちづくりの基本「まちの美化」や「安全安心」の追求

おもてなしの
充実

4つの戦略

　「福岡市民の祭り振興会」と連携し、はかた駅前通

りで実施される「はかた駅前通りどんたく広場」での

パレード等運営業務を行います。　※5/3・5/4 実施

「はかた駅前通りどんたく広場」運営事業

　はかた駅前通りにおいて植栽管理事業を開始し、季

節に応じた草花で来街者を迎えることで、おもてなし

の向上を図ります。

はかた駅前通りの緑化事業

　博多駅総合案内所と連携を図り、博多駅地区周辺の

イベント等の情報や協議会活動について積極的な情

報発信を行います。 

「博多駅総合案内所」との連携

基本スタンス

新たな「まちづくり」へのチャレンジ

　オープンカフェ、グルメ屋台の出店や、寺社コン

サートなどのにぎわいイベントの拡充などを検討、実

施します。

にぎわいの創出

　まち歩きマップの作成、スタンプラリー、飲食店連携

イベントやボランティアガイドとの連携、フォトコンテス

トなどを実施します。 

回遊性の促進

まちづくりイベント「はかたんウォーク」

　同時期に新幹線開業を迎えた釜山、青森を交え、博

多に求められる取り組みを探るシンポジウムを開催し

ます。※4/12実施。また、天神地区や中洲地区と連携し、

都市全域に及ぶスペシャルクリーンデイを実施します。

まちづくり機運向上イベント

　寺社コンサートやグルメ屋台等のイベント、「博多ディ

ナー王」「歴史探訪」など、まちの魅力を発見・発掘する取

り組みを実施します。また打ち水イベントやクリスマス集

客イベントなどで、季節感のあるにぎわいを創り出します。 

博多の魅力を再開発

　博多のまちへの愛着を育み、また初めての来街者

にもわかりやすいまちを目指し、通り名付け活動を

継続するとともに、天神地区などと連携し、都心全域

の回遊促進を目指した魅力あるまち歩きマップの作

成や、イベントの連携などに取り組みます。 

もう一歩先へと歩き出したくなるまちに

にぎわい創出、回遊促進活動

景観形成地区指定を目指すことで、「九州・アジアの

玄関口」としてふさわしい景観形成に取り組みます。

　クリーンデイや違法駐輪対策、防犯講習会のほか、「あ

いさつ」などの接遇を通しておもてなしの充実を図り、

まちの 5S（整理・整頓・清掃・清潔・接遇）を推進します。 

　ホームページや博多駅総合案内所、「はかたんだよ

り」などを活用した情報発信を行うことによる積極

的なＰＲ活動や、はかた駅前通り、大博通りのバナー

広告を活用した広告事業、また「地域貢献型自動販

売機」の設置による自主財源の確保に努めます。

まちづくりの基本
「まちの美化」や「安全安心」の追求

　まち歩きマップや通り名サインなどの多言語化を通

じ、海外からの来街者をサポートします。また土地建

物所有者や行政とともに、はかた駅前通り沿道の都市

「九州・アジアの玄関口」として
ふさわしいまちに

おもてなし充実活動

情報発信・自主財源確保

　クリスマスや年末年始のにぎわいづくりの一環と

して、天神地区等のイルミネーションと時期をあわ

せるなど連携をとり、博多駅周辺地区においてイル

ミネーション事業を実施します。

冬期イルミネーション



HAKATANDAYORI  -  2011.07

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

博多・青森・釜山 まちづくり作戦会議

　福岡県出身で写真教室の講師等を務める浦瀧恵美子先生に、今年

度春のフォトコンテスト応募作品の審査選定をして頂きました。応募総

数 258 点の中から、見事最優秀賞に選ばれた作品は、「若いカップル

と博多の夜景という所が、博多の未来を考えるロマンチックで夢のあ

る作品」という浦瀧先生のコメント通り、今年 3 月に開業したばかり

の JR 博多シティ屋上からの夜景写真。これからの博多のまちを若者

達がどの様に育てて行くのかとても興味の持てる作品となりました。こ

の他にもたくさん素晴らしい作品が集まりました。全て紹介出来ないの

が残念ですが、入賞・入選作品 36 作品の展示会を開催致します。写

真に収められた風景を見て、実際に博多のまちを歩いて探してみては

いかがでしょうか。

最優秀賞
「つばめの社広場からの夜景」
田中 真柚子様

6/27（月）～ 7/3（日）
JR 博多シティ

7/5（火）～ 7/8（金）
福岡市役所1Fロビー

■サウスビル2Fラフォーチェ

博多まち歩きフォトコンテスト
入賞作品決定

明治公園再整備の要望書を
提出しました

7/11（月）～7/17（日）
キャナルシティ博多

入賞・入選作品の展示会場

入賞作品のご紹介

　4月12日（火）、ＪＲ九州ホールで、「博

多・青森・釜山　まちづくり作戦会議」

を開催しました。このシンポジウムは九

州新幹線全線開業記念事業として、ほ

ぼ同時期に新幹線が開通した青森、釜

山の両都市を迎え、「住む人」、「働く人」、

「訪れる人」にとって魅力的なまちづく

りについてディスカッションを行いまし

た。当協議会の中野事務局長（当時）もパネリストとして参加し、博多のまちづ

くりについて熱く語りました。

　当日は 247 名の方が聴講に訪れ、コーディネーターの橋爪紳也大阪府立大学

特別教授の基調講演や４名のパネルディスカッションを熱心に聴き入っていまし

た。4 名のパネリストから相次いで出てきた言葉が「連携」。当協議会も中洲や

天神、博多部などとの連携をさらに強化し、地域一体となった取り組みを行って

いきます。博多、青森、釜山、普段は遠いように感じる３都市ですが、まちづく

りへの思いは相通ずるものがあるようです。

Symposium

博多駅前モラル・マナー推進センター キャナルシティ博多

福岡市主催の「福博花しるべ事業」と連携し、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を開催致

しました。ゴールデンウィークのどんたくに合わせ参加される方が

多く、はかた観光案内ボランティアへも「スタンプの場所はどこか」

というお問合せを多数頂きました。スタンプラリーを行い、まち

歩きを促進したことで博多や天神の魅力を再発見していただけた

と思います！

※応募総数 5,239 件

はかたんウォーク・福博花しるべ
スタンプラリーを開催致しました！！

福岡市観光案内ボランティア協会と連携し、博多の観光スポットを

紹介する特設案内拠点を博多駅前広場とキャナルシティ博多に設置

しました。期間中は遠方からのお客さまも多く、観光地だけではな

く、公共交通機関への道順を尋られるお客さまもいらっしゃいまし

た。また、韓国や中国からの日本語の話せないお客さまからも多

数お問合せを頂き、改めて多言語対応など、おもてなしの充実の必

要性を感じました。

はかた観光案内ボランティアを実施しました！！

博多駅総合案内所 福岡市庁舎情報プラザ

要望書提出の様子

　博多駅前という好立地にありなが

ら、様々な課題を抱えている明治公園

を、まちに愛され誇れるものにしたく、

昨年度、東住吉まちづくり協議会と共

に「明治公園ワークショップ」を４回

実施しました。ワークショップでは、

地元住民から慕われ、オフィスワー

カーの憩いの場となり、訪れた方々に

喜んでいただけるような明治公園の将

来像を描きました。そして、この将来像に沿った明治公園再整備の要望書を福

岡市長に提出しました。今後は実現に向けて、福岡市との必要に応じた協議を

着実に進めて行きたいと思います。

明治公
提出し

な

致

11
（水）

5

にぎわい
部会

第2・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

その他、入選作品など、博多まちづくり推進協議会ホーム
ページでもご覧いただけます。

【優秀賞】
「国際都市博多」内田善雄様
「歩いてみれば・・・」相川あきお様
「新緑のいざない」服部恵理様



博多まちづくり推進協議会 主な活動スケジュール

　5月17日に「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しました。約 50 名の方が参加され親睦を深めることが出来ました。

皆さまのまちづくりへの情熱を共有することができ、とても貴重な時間となりました。皆で力をあわせ、博多のまちの魅力を伝えていきましょう！本年度

もどうぞ、よろしくお願いします。これからも「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）までご連絡下さい。 

◆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、福岡アジア都市研究所：栗原・白浜、西日本シティ銀行：本吉、福岡地所：藤村、JR 九州：

西島、宗像、大串）

Hakatan OL Club Selection Vol.07

VS
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編 集
後 記

「はかたんOLクラブ」がおすすめのお店をご紹介！！

ホテルセントラーザ博多 12F

屋上12階 ビアガーデン

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。

煎茶を用いた茶道風景

第 6 回博多歴史探訪

『妙楽寺 歴史講話と煎茶をたしなむ』

東日本大震災復興応援事業

『七夕折鶴』プロジェクト
　東日本大震災を受け、博多まちづくり推

進協議会として “まちづくり” という観点か

ら、被災地の方に希望を与えるイベントを

実施いたします。

　被災地のひとつ仙台市。その仙台市と福

岡市との間にはある “つながり” があります。

皆さんは、川端商店街で７月下旬から８月

末までの間、きらびやかな吹流しが飾られ

ているのを見たことがありませんか？これは、川端商店街が、毎年「仙台

七夕」で使用した吹流しを譲り受け、「納涼フェスタ」として、博多の人

やアーケードを活気づけるイベントを行っているのです。そこで今回は、

これまで仙台から与えてもらっていた活気を、福岡・博多から「仙台七夕

祭り」に届けようと、「復興の想いを込めた折鶴」で製作した吹流しを届

ける「『七夕折鶴』プロジェクト」を企画しました。

　協議会の皆さま、「想いを込めた折鶴」で博多から仙台のまちの復興

を応援しましょう。

　博多駅から徒歩 1 分のホテルセントラーザ博多では、

毎年好評の「屋上ビアガーデン」を開催中 !! 約 40 種

類のビュッフェ料理＆豊富なドリンクメニューに加え、

毎週月・木曜日はシェフ実演による「ステーキ鉄板焼き」

も特別に登場 !!　さらに、今年は女性グループ (4 名以

上 ) での予約を対象にした「女子会特典」や、各種イ

ベントも満載♪博多の夜景と夜空を眺めながら、開放

感たっぷりの屋上ビアガーデンをお楽しみください。

※仙台七夕祭り…「青森ねぶた祭」「秋田竿燈まつり」に並ぶ東北三大祭

りの一つで、8 月 7 日（旧暦の 7 月 7 日）を中日とし、8 月 6 日から 8 月

8 日の 3 日間にわたって開催されます。大規模な飾り付けがされるのは一

番町や中央通りなどのアーケード街、仙台駅周辺などですが、それ以外

の商店街組織ごとの飾り付けや店舗や家庭など個別の飾り付けなど市内

各地至るところに大小合計 3000 本と言われる飾り付けがなされ、街中が

七夕一色となるお祭りです。

■福岡市博多区博多駅中央街 4-23 ■092-461-2101
■18:00 ～22:00 ＊オーダーストップ 21：30
※日・祝日／休業（雨天時は中止）※期間～9月10 日（土）まで

食べ放題＆飲み放題（税込・90 分 / 3 歳以下は無料）
男性 3,600 円 / 女性 3,400 円 / 中高生 2,500 円 / 4 歳～小学生 1,500 円

JR博多シティ くうてん 10F

A&K ビア＆フードステーション
　福岡に工場を持つ２大ビールメー

カーが提供する前代未聞のビアホー

ル。話題の氷点下の生ビール、エク

ストラコールド「ハイネケン」「スー

パードライ」が飲み比べられるのは

日本唯一ここだけ！更に「ギネス」「キ

ルケニー」「バスペールエール」といっ

た世界の有名ブランドが勢ぞろい。

皆で色々な種類のビールを頼んで飲

み比べも楽しいかも！！

■福岡市博多区博多駅中央街 1-1 JR 博多シ
ティ10F（くうてん）内　■092-415-1190
■11:00 ～24:00 ＊オーダーストップ 23:30

　にぎわい部会では博多の歴史を辿る『博

多歴史探訪』を平成 22 年度に引き続き、

今年度も開催しています。第 6 回歴史探訪

で訪れたのは、御供所町にある妙楽寺です。

妙楽寺は大博通りから一本中に入った、町

家やお寺が軒を並べるどことなく懐かしい面

影の残る通りに佇む、由緒あるお寺です。

　この日はご住職からお寺の歴史をお伺い

し、普段は見ることが出来ない開山堂と呼ばれるお堂の中まで見せて頂きま

した。また、こちらには、博多の豪商である神屋宗湛や悲運の商人と呼ば

れる伊藤小左衛門一族が眠るお墓があります。お二人のお話をご住職から聞

かせて頂きながら、お墓を見ると感慨深いものがありました。

　その後、本堂に戻り、煎茶道のお作法を藤蔭流の新納教授にお教え頂き

ました。茶道というと、お抹茶を点て、振舞うものを思い出しますが、煎茶

を用いた茶道も歴史は古く江戸時代から行われているそうです。とても優雅

な所作で点てて頂いた煎茶は、普段飲んでいる煎茶と全く違って香り高く、

とても深みのある味わいでした。実は妙楽寺のご住職の渡邉桂堂さんは藤

蔭流の会長もお務めになられているとのことです。この日のお茶請けは、「う

いろう」です。妙楽寺は「ういろう」伝来の地としても有名なお寺です。

当日は梅雨の晴れ間で、新緑がとても美しくお寺のお庭の情緒も充分に楽し

むことが出来ました。

　博多のまちの寺社などの歴史は、身近でありながらも意外と深くは知らな

い方が多いのではないでしょうか。歴史探訪は、普段は素通りしてしまいが

ちな、まちの意外な魅力を発見することができるいい機会です。協議会では

今後、このイベントを更に門戸を広げて開催していきたいと考えております。
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屋外派 屋内派

8/1（月） 第 7 回博多歴史探訪 於 聖福寺

7/28（木） 第 179 回クリーンデイ

第 180 回クリーンデイ

博多ひ～んやり！打ち水 （博多駅周辺約 30ヶ所、18:15 頃）

8/18（木）

8/5（金）

8/20（土） ワクワクワークショップ
～手作りギターを作ろう～　於 東長寺
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