
　「はかた駅前通り」を歩いて楽しい通りにすることを目的に、
アートオブジェやベンチ、テーブルを期間限定で設置していま
す。通りにおける景観やユニバーサルデザインの検討、歩道上の
にぎわい空間実現に向けた実験的な意味もあり、今後の通りの
あり方を考える上で大変重要な事業です。ぜひ皆さまも普段と
は違う「はかた駅前通り」で、まちのシンボルにふさわしい通りの
あり方について考えてみてください。

※この事業は、「福岡市グローバル創業・雇用創出特区」認定後
初の国家戦略特区道路占用事業にも指定されています。従来の
道路の占用基準が緩和され、認定された地域団体等が道路をイ
ベントの会場等として活用できるというものです。

　通りに設置したアートオブジェは、子ど
も達がワークショップでお絵描きした“現
代のハニワ”を基にしています。ワーク
ショップ当日は、埋蔵文化センターの力
武先生から、博多で発掘された土器やハ
ニワについて学び、アーティストのオーギ
カナエさんと一緒に、自由な発想でハニ
ワの絵を描いてもらいました。

　通りに設置したアートオブジェは、子ど
も達がワークショップでお絵描きした“現
代のハニワ”を基にしています。ワーク
ショップ当日は、埋蔵文化センターの力
武先生から、博多で発掘された土器やハ
ニワについて学び、アーティストのオーギ
カナエさんと一緒に、自由な発想でハニ
ワの絵を描いてもらいました。

はかた駅前通りはかた駅前通り「スマイルプロジェクト」「スマイルプロジェクト」

「なつやすみ・ハニワお絵描きワークショップ」「なつやすみ・ハニワお絵描きワークショップ」

参加者22名参加者22名

【水】
8/20

博多駅周辺でも
ハニワが出土しているよ
博多駅周辺でも
ハニワが出土しているよ

【木】11/13 【水】12/3

【金】
10/31 はかた

駅前通り
PJ

はかた
駅前通り
PJ

基本コンセプトとまちづくりの方向性

　協議会が事務局を務める「はかた駅前通り再整備検討会議」では、4月より全4回
の会議を通してはかた駅前通りの再整備のあり方について考えてきましたが、この
度その結果を提案書にまとめ、福岡市の髙島市長にお渡しすることができました。
　当日は、検討会座長の九州大学の坂井猛教授、東住吉校区自治協議会の福山誠
顧問、協議会の本郷譲会長が出席し、坂井教授より提案の内容について説明を行い
ました。地域や民間事業者と行政が手を携えて一体となり、ソフト・ハードの両面か
らはかた駅前通りを再生していく内容となっています。
　今後は提案書に描いた将来像を実現するための具体的な活動について、協議会
のはかた駅前通りPJを通して検討していきます。

ゆとりある歩行者空間で、誰も
が安心して快適に歩けるまち
歩いて楽しい通り、博多のまちに
ふさわしいメインストリート
沿道建物と通りが一体となった
にぎわい・魅力あふれる通り
博多駅周辺とキャナルシティ博
多を結ぶ一大にぎわいモール

・

・

・

・

「官民一体となった『はかた駅前通り』
再生による魅力あるまちなみ形成に関する提案書」
「官民一体となった『はかた駅前通り』
再生による魅力あるまちなみ形成に関する提案書」

福岡市長へ提出！福岡市長へ提出！

目標とする将来像（イメージ）

当日の様子

ワークショップの様子

19
119
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　環境やエネルギーに配慮した建築やまち
づくりの先進事例を学ぶため、関東地区の
４ヶ所で視察を行いました。博多のまちで
も取り組みたい内容が盛りだくさんの 2 日
間でした。

　今年10月完成の、オフィス・マンション・
商業を有する複合市街地。都市計画の段階
で CO2排出量の制限を盛り込み、省資源・
省エネルギー・環境負荷低減につなげる工
夫を行っているほか、災害時に飲料水を提
供できる防災井戸を整備。

関東地区先進事例視察関東地区先進事例視察

① 飯田橋西口再開発事業（東京・飯田橋）

② 竹中工務店東京本店ビル（東京・東陽町）

③ 東京イースト21（東京・東陽町）

④ 柏の葉スマートシティ（千葉・柏の葉）
　自立型 ZEB（ゼロエネルギービル）を
めざし、2004 年に建替え。自然通風と
自然光の効率的利用や省電力化工事を
行っている。省エ
ネ設計・施工とい
うハードに、運用
というソフトがう
まく機能しており、
今年は旧社屋の平
均エネルギー消費
量から 60％削減
の見込み。

　オフィス・ホテル・商業からなる大型複
合施設。高効率ガスコージェネレーション
発電機を導入し、発生する熱エネルギーや
電力を施設全体で面的に活用している。敷
地が一体化していることが必要だが、既存
の建物への導入が可能であることが魅力。

　「柏の葉スマートセンター」にある中核シ
ステム（AEMS）で、まち全体のエネルギー
を運用・監視・制御している。まちの電力
使用状況を見守り、住む人や働く人へ効果
的な省エネのための情報を配信。災害時に
は電力の融通も行う。便利で快適、なのに
地球にやさしいという行動設計がこれから
のエコを感じさせる。

開発
部会

【木・金】
10/30・31

参加者 13団体21名
視察にご対応いただいた皆さま ※敬称略
①前田建設工業(株) ②(株)竹中工務店 ③鹿島建設(株） ④UDCK・三井不動産(株)

　博多口駅前広場にて博多の朝のにぎわいづくりを目的に、
博多で人気のベーカリー(ハイアットリージェンシー福岡ス
タールヴァンシス、Lamp)とシアトルズベストコーヒーの
コーヒーをセットにした「博多朝カフェセット」を販売しま
した。限定の1日200食セットは全日完売。ご来場いただいた
皆さまが新聞を読んだり、1日
のスケジュールを確認したり
と、朝のひと時を楽しむ姿が
見られました。また、博多駅周
辺のおススメ朝食スポットを
掲載した「博多朝食ガイド」の
配布も行いました。

「博多朝カフェ」期間限定でオープン!! 
事業
部会

【月】9/1 【金】9/5

ランプ

　10/1より、大好評「博多まち歩きマッ
プ」の2015年版を配布しています。50周年
を迎える博多ポートタワーを“博多ベイエ
リア”として新たにまち歩きルートに追
加。まだまだ人気の衰えない黒田官兵衛
情報も満載です。観光案内所やホテルな
どに設置していますので、ぜひお手に
とってご覧ください。

「博多まち歩きマップ2015」発行 「博多秋博スタンプラリー2014」
　10/1～11/30の期間で、博多遊学プロジェクトとの共催で、
博多のまちを歩いて楽しんでいただくスタンプラリーを開催
しました。博多エリア17箇所に設
置したスタンプを集めた参加者の
方に、豪華賞品を贈呈。コレクター
も多い“にわか猫缶バッジ”は、博多
弁をテーマにしたデザインにリ
ニューアルしています。

事業
部会

10/1　  ～【水】 10/1　  　 11/30【水】 【日】

　博多駅周辺の放置自転車防止活動の推進を目的として、博
多区役所にご協力頂き、放置自転車対策協力員登録講習を開
催しました。協力員証を携帯すれ
ば、違法駐輪を防ぐ活動（啓発タグ
の取り付けや駐輪場の整理）が可
能になります。
　また、講習をきっかけに、毎月行
われているクリーンデイに合わせ
て放置自転車への啓発タグの取り
付け活動を開始しました。今後も
活動を継続し、放置自転車の無い
まちを目指していきます。

放置自転車対策協力員登録講習を開催
交通
部会

参加者 33名参加者 33名
【火】9/9

タグの取り付けをしている様子博多朝カフェの様子
博多朝食ガイド博多朝食ガイド

東京イースト 21

( 左右ともに）柏の葉スマートシティ
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事業
部会博多灯明ウォッチング2014

「灯りの道しるべ」を実施
博多ハロウィンパレード＆
仮装コンテスト2014

　今年で7回目となる「博多ハロウィン仮装パレード＆コンテス
ト」を開催。オリジナルの仮装に身を包んだ500名の参加者が、沿
道の方達に手を振りながら、博多リバレイン～博多川端商店街～
キャナルシティ博多の約800mを楽しくパレードしました。協議
会も審査委員として参加し、
話題の「アナと雪の女王」の仮
装をしたグループに『博多ま
ちづくり推進協議会賞』を贈
呈しました。

　博多駅周辺のイルミネーションを見に訪れる方をきれいなまちでお迎えす
るため、おっしょい博多クリーンアップ作戦と連携し、点灯開始日に合わせて
まちの一斉清掃を行いました。今回はイルミネーションが行われる、はかた駅
前通り・大博通り・筑紫口中央通りを中心に、落書き消し活動も行いました。

　「博多灯明ウォッチング2014」にあわせ、博多駅2階デッキから
博多千年門まで来場者を誘導する「灯りの道しるべ」を実施しま
した。協議会スタッフが1個ずつ手作りして並べた灯明の数は
800個。1本の道しるべのように輝く灯明が、訪れた方たちを寺社
エリアへと導きました。

博多まちづくり推進協議会の審査委員もドラキュラに仮装をしました

【土】
10/18

【金】
11/14

【日】
10/26

「秋のスペシャルクリーンデイ」を実施

参加者 345名参加者 345名

18：30～18：30～

「はかた大学」講座開催中！ 8月1日に開校した「はかた大学」では、様々な講座を
実施し、多くの方にご参加いただいています。

講座への参加お申し込みはコチラ→http://hakata-univ.jp  Facebook「はかた大学」も開設！

佐々木 喜美代さん
（NPO法人アジアン･エイジング･ビジネスセンター  上席研究員）
岡野 博一さん（㈱岡野 代表取締役社長）

徳久 晶子さん（麻生専門学校グループ  講師）

　博多の歴史や文化に大きな影響を与えている“人”を
取材する講座を実施。博多織の織元である㈱岡野の岡
野社長と、コーディネーター佐々木先生の対談形式
で、博多織の歴史やそれに対する思い、博多織を通し
たまちのブランディングについて学びました。

　マナーを学ぶために最も大切なことは、自分自身を理
解すること。自分自身の分析テストなどを通して、良好な
コミュニケーションの築き方や、マナーの本質について
学びました。

　スポーツテストを行い自分の身体
について認識するとともに、日常的
な運動の重要性・効果性（生理的・精
神的・社会的）を学びました。

　コーヒーについての知識や、美味し
いコーヒーの入れ方を学びました。入
れる人によって味が変わるコーヒーの
深さに、参加者は驚いていました。

8/208/20 水 木2828

18：30～18：30～

8/228/22 金

【博多を学ばナイトⅡ】【博多を学ばナイトⅡ】 【博多の寺社でまな部シリーズ】【博多の寺社でまな部シリーズ】

【デキる大人シリーズ】【デキる大人シリーズ】

長尾 仁さん
（UCC上島珈琲㈱九州支社 コーヒーアドバイザー）

19：00～19：00～

11/611/6 木

相川 貴宏さん
（㈱ジョグステーション インストラクター）

10/310/3 金

【 講 師 】

19：00～19：00～

【 講 師 】

【 講 師 】

【 講 師 】

【 講 師 】

【 講 師 】

7：00～7：00～

伊古野 恵太さん（住吉神社 権禰宜）
山野 華奈さん（Lien  インストラクター）

　会場である住吉神社の歴史や能楽
殿について学んだ後、メディテーション
(瞑想）、ヨガのポーズ、呼吸法などを学
び、爽やかな朝を過ごしました。

9/169/16 火

14：00～14：00～

龍淵 秀海さん（円覚寺 住職）

　博多円覚寺の歴史や博多に伝わる
茶道南方流について学んだ後、茶室
無聲庵にてお点前の見学をし、実際
にお茶をいただきました。

11/811/8 土

はかた
学び
PJ

はかた
学び
PJ

神社でヨカ・ヨガ
～朝ヨガ in住吉神社能楽殿～

デキる大人の体調管理マナーの本質！
～良好なコミュニケーションの構築にむけて～

お寺でチャ・チャ・茶
～円覚寺で茶道南方流を学ぼう～

大人のこだわり珈琲学
～博多でビターな夜を過ごす～
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　いよいよ冬本番。寒さは厳しくなりますが、昼は「博多まち歩きマップ2015年版」を手に、夜は輝くイルミネーションを眺めながら、博多のまちを１日通して楽しめる季節です。私はクリスマス

パーティーの準備で大忙し！皆さまぜひ博多の冬を満喫してくださいね。

◆【発行責任者 】原槇義之　◆編集会議メンバー　麻生塾：岩切・岩本、キリンビールマーケティング：橘、福岡アジア都市研究所：白浜・夏井、博多区役所：村上・谷山、西日本シティ銀行：磯、

　福岡地所：西村・一柳、JR博多シティ：上杉、朝日印刷：内門・岡本、JR九州：宗像・緒方・宮下・石本

博多まちづくり推進協議会12月以降の主なスケジュール

第3回理事会・忘年クリスマスパーティ

第220回クリーンデイ

第221回クリーンデイ

節分祭

12月15日【月】

12月18日【木】

 1  月15日【木】

 2 月 3 日【火】

Hakatan OL Club Selection Vol.19

　開発部会が現在企画を進めている「博多まちづくりラボ」、この企画にアドバイ
ザーとして参加することになったOLクラブのメンバーが、意見交換のために集ま
りました。その会場が博多リバレインそばにある「Ignition Switch」。
　注文を受けてから作り始める、焼きたて作りたてのサンドイッチが看板メニュ
ー。オーナーが子どもの頃に見ていた外国アニメに登場する、ボリュームたっぷ
りの手づくりサンドイッチが原点なだけあって、はみ出る新鮮野菜とジューシー
なお肉で食べ応え抜群。OLクラブのメンバーも、この日ばかりは女子であること
を忘れて、サンドイッチにかぶりつきました。テイクアウトもできるそうなので、お
うちでのクリスマスパーティや忘年会にもオススメです！

　開発部会が現在企画を進めている「博多まちづくりラボ」、この企画にアドバイ
ザーとして参加することになったOLクラブのメンバーが、意見交換のために集ま
りました。その会場が博多リバレインそばにある「Ignition Switch」。
　注文を受けてから作り始める、焼きたて作りたてのサンドイッチが看板メニュ
ー。オーナーが子どもの頃に見ていた外国アニメに登場する、ボリュームたっぷ
りの手づくりサンドイッチが原点なだけあって、はみ出る新鮮野菜とジューシー
なお肉で食べ応え抜群。OLクラブのメンバーも、この日ばかりは女子であること
を忘れて、サンドイッチにかぶりつきました。テイクアウトもできるそうなので、お
うちでのクリスマスパーティや忘年会にもオススメです！

詳しい開催報告は、次回のはかたんだよりNo.20でご紹介します★

毎日
17:00～24:00

11月14日(金)～1月13日(火)
(点灯期間は変更する可能性がございます。)

ＪＲ博多シティ、キャナルシティ博多、博多駅周辺の街路樹
(はかた駅前通り・住吉通り・大博通り・筑紫口駅前広場・筑紫口中央通り)

 今年も博多のまち全体に100万球を超える光の世界が広がって
います。ぜひ冬の博多をお楽しみください。

【平　日】  ランチ 11：00～14：30 （LO 14：00）
　　　　  ディナー 17：00～23：00 （LO 22：00）
【土・ 祝】 11：00 ～ 23：00 （LO 22:00）

イグニッション スイッチIgnition Switch

営業時間

福岡市博多区下川端町8-11ドリーム川端弐番館1階住所： 092-262-5678TEL：

【定休日】  日曜

「冬のファンタジー・はかた」開催中

場所

期間 点灯
時間

　西日本シティ銀行は、旧西日本銀行と旧福岡シティ銀行の合併により誕生してから、
おかげさまで平成26年10月1日に創立10周年を迎えました。これもひとえに、お客さ
ま、地域の皆さまのあたたかいご支援とご愛顧の賜物であり、役職員一同心より感謝
いたしております。当行は、これからも引き続き地域経済の発展と豊かな地域社会づく
りに取り組んでまいります。今後とも変わらぬご支援のほどお願い申し上げます。

　弊行は博多駅前に本店を構える企
業として、発足当初より協議会活動
へ参加させていただいでおります。こ
こ数年で博多は歴史と新しさが融合
した大変魅力的なまちへと進化を遂
げておりますが、さらなる発展のため、
今後とも積極的に活動してまいりま
す。弊行本店広場前にあるモニュメ
ントは、｢博多まち歩きマップ・博多駅

周辺コース｣のアートスポットにもなっておりますので、是非お
気軽にお立ち寄り下さい。今後も皆様の新たな期待に応える
べく、｢博多のまち｣への貢献活動に取組んでまいります。【TEL】092-476-1111（代表）

執行役員総務部長
開地 龍太郎 さま

〒812-0011　福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号

株式会社 西日本シティ銀行

　従来の活動報告やイベント告知はもちろん、
会員の皆さまにご活用いただける「今月のはっ
ちゃんニュース」コーナーを新設。スマートフォン
でも気軽にご覧いただけま
す。これまで以上に博多のま
ちの情報を効果的に発信して
いきますので、ぜひご活用く
ださい！

　ふくこいアジア祭りとは「福よ来い!ふくこ
い!」との思いを込めて踊る「福踊り」から始ま
り今年で15回目を迎えました。協議会メンバー
も審査委員として、
博多口駅前広場で
11チームの審査を行
いました。演舞する
皆さまの踊りと観客
の皆さまの熱気で
会場はとてもにぎわ
いました。

ュニリ ー ル ！ア
協議会ホームページを協議会ホームページを

　天神中央公園にて「平成26年度花と緑に関
する市長表彰」の表彰式が行われ、協議会が
【花と緑のまちづくり地域活動功労者部門】を
受賞しました。博多・中洲・天神エリアをつなぐ
重要な主軸である「はかた駅前通り」を、花や
みどりがあふれる、
歩いて楽しい通りに
しようと植栽の管理
や清掃活動を続け
ていることが表彰対
象となりました。

 平成26年度
「花と緑に関する市長表彰」を受賞
 平成26年度
「花と緑に関する市長表彰」を受賞 ふくこいアジア祭り2014ふくこいアジア祭り2014【土】

10/18
【土・日】
11/15・16

（新URL）http://hakata-machi.jp/（新URL）http://hakata-machi.jp/

意見交換会の様子
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