マスコミで見るＵＲＣの今−最近１ヶ月間の情報を中心に−
◎新聞
記事は資料室で読めます。
2011.8.31 日本農業新聞 47p
2012国際協同組合年 山口県実行委員会/設立総会と第１回実行委員会開く
委員会代表に小川全夫副主幹研究員が選任される。
2011.8.30 西日本新聞 朝刊 22p
地域と語ろう隊「協力し他都市の見本に」 福岡・釜山交流深化へ具体策 博多港で両市民が座談会
新井直樹研究主査が参加 高速船利用客の動向を紹介し、歴史･文化に触れる観光の促進と学び会
うことで関係が深化すると話す。
2011.8.30 毎日新聞 地方版 27p
アジア太平洋都市サミット：「環境」考え意見交換-実務者会議/鹿児島
当研究所が事務局を務めるアジア太平洋都市サミット実務者会議ｉｎ鹿児島の開催報告←以下｢アジ
ア太平洋都市サミット実務者会議ｉｎ鹿児島｣関連記事については同じ
2011.8.29 西日本新聞 朝刊 26p
地域と語ろう隊 福岡-釜山交流深化へ知恵絞る きょう博多港 両市民ら座談会 予告
新井直樹研究主査が参加
2011.8.28 西日本新聞 朝刊 30p
福岡市新ビジョン 市民からの提言 国際交流盛んな街に 人材育成テーマ識者議論 リレーフォー
ラム
山下永子専門研究員がフォーラム冒頭 「データで語る福岡の今・未来」を報告←以下｢福岡市新ビ
ジョン 市民からの提言｣関連記事については同じ
2011.8.28 毎日新聞 朝刊 21p
冷泉荘 まちづくり活動用 共同スペース完成 情報の発信、交換拠点に きょうから「あおぞら市」
市民研究員ＯＢ吉原勝己さんが｢違うまちの人同士が生の情報交換できる空間にしたい」と語る。
2011.8.27 山形新聞 朝刊 9p
山形市 ものづくり産業マネジメント戦略研修 経営者ら３０人が参加、発想力に磨きかける
安浦寛人理事長が「グローバルな次世代産業の構造変化と社会システムの変化」を講義
2011.8.25 西日本新聞 朝刊 27p
昭和レトロの文化施設冷泉荘の改修完了、２７日に見学会 元浴場もオフィスに整備
市民研究員ＯＢ吉原勝己さんが｢昔の集合住宅の良さを生かし活気あふれる建物にしたい」と話す。
2011.8.20 西日本新聞 朝刊 28p
福岡市新ビジョン 市民からの提言 すべての人に優しい街に 天神でリレーフォーラム識者ら意見交換
2011.8.20 朝日新聞 地方版 朝刊 27p
震災被災地に最大限の支援 鹿児島でアジア太平洋都市サミット会議 鹿児島県
2011.8.20 西日本新聞 朝刊 2p
短信 鹿児島市でアジア太平洋都市サミット開催
2011.8.20 西日本新聞 地方版 朝刊 28p
鹿児島県/鹿児島市､ごみ処理報告 アジア太平洋都市サミット 環境問題 都市間協力に期待/南九州
ワイド
2011.8.20 福島民報 朝刊 5p
いわき市が震災被災状況を報告 アジア都市サミット
2011.8.20 南日本新聞 朝刊 20p
国境超え環境保全を/７カ国１８都市が確認＝アジア太平洋サミット実務者会議
2011.8.20 南日本新聞 朝刊 20p
東日本大震災 風評被害の深刻さ訴え/いわき市担当者、｢災害意識し備えを｣＝アジア太平洋サミッ
ト実務者会議
2011.8.20 南日本新聞 朝刊 20p
市民１２０人、熱心に傍聴/アジア太平洋サミット実務者会議
2011.8.20 読売新聞 地方版 朝刊 27p
環境保全取り組み紹介 鹿児島で会議 ７か国１８都市が参加 /鹿児島県
2011.8.19 南日本新聞 朝刊 17p
きょうアジアサミット開催/鹿児島市
2011.8.12 毎日新聞 地方版 17p
アジア太平洋都市サミット：１９日、鹿児島市で開催/鹿児島
2011.8.8 西日本新聞 朝刊 22p
福岡市新ビジョン 市民からの提言＝都心のまちづくりテーマ 魅力や課題で意見交換
2011.8.7 読売新聞 朝刊 31p
ニュース探究便 九大ソーシャルビジネス 利潤で社会貢献 自立復興支援事業を検討
安浦寛人理事長が｢社会貢献は大学の使命。･･･活動の基盤を整えたい｣としている。
2011.8.4 朝日新聞 地方版 朝刊 27p

地球に優しい街、鹿児島市で考える｢都市サミット｣会議、１８日から/鹿児島県
2011.8.4 日刊建設工業新聞 17p
日清製粉/博多港須崎ふ頭に新工場、１２年春着工へ/港湾計画変更が承認
樗木武顧問が博多港地方港湾審議会の会長を務める。
2011.8.4 西日本新聞 夕刊 3p
観光客誘致策は ｢博多港寄港クルーズ船中国人乗降客観光動向調査｣報告書が引用される。
2011.8.4 西日本新聞 朝刊 11p
九州経済 中国の法律問題を解説 きょう福岡で講演会 中国経済講演会予告
2011.8.2 南日本新聞 朝刊 18p
国際会議の雰囲気どうぞ/アジア太平洋都市サミット＝鹿児島市が１９日開催、聴講者１００人募集
2011.8.2 読売新聞 夕刊 8p
福岡観光 満足度イマイチ 中国人クルーズ客 アンケート調査
2011.8.1 南日本新聞 朝刊 21p
８月のこよみ/県内 １９日(金)アジア太平洋都市サミット実務者会議 ｉｎ 鹿児島 予告
2011.7.29 西日本新聞 朝刊 30p
福岡市新ビジョン 市民からの提言 起業しやすい環境整備を 地場で働く３人が討論
2011.7.28 西日本新聞 朝刊 28p
中国人客 福岡に厳しく｢買物時間少ない｣｢表記や案内不十分｣ 再訪希望者6.9％ 博多港クルーズ船
調査
2011.7.28 南日本新聞 朝刊 18p
ＥＰＺ、30キロ圏入りに意欲/｢9自治体で連携｣＝鹿児島市長会見
２７日の森博幸鹿児島市長が会見で｢アジア太平洋都市サミット｣実務者会議の開催を発表
◎雑誌
2011.9.1 ふくおか経済 2011.9 vol.277 174p
TOPIC：福岡アジア都市研究所
中国での法律問題について現地弁護士が講演 中国経済講演会開催報告
2011.8.1 西日本文化 2011.8 452 36〜39p
「初代博多駅の移築説に迫る-直方旧駅舎の謎−」を短期研究員ＯＢ井澤洋一氏が執筆
2011.7.1 KYUSHU MARKETING EYES 九州マーケティングアイズ 2011夏 Vol..58 14〜15p
「アジアと九州の今：世界の欲望が渦巻く国際都市香港」をＯＢ山本公平氏が執筆
2011.6.1 季刊まちづくり 31 1107夏 50〜53p
特集：地域に開かれたリノベーションで「リノベーションミュージアム冷泉荘-入居者を巻き込んだ拠点
運営と活動展開」を市民研究員ＯＢ吉原勝己氏が執筆
◎テレビ
2011.8.6 9：30〜ＴＶＱ 九州ゲンキ主義経済 ぐっ！ジョブ http://www.tvq.co.jp/o̲j/goodjob/archive/?vol=6351&no=3
「分け合えばトクする！？ シェアビジネス最前線｣で市民研究員ＯＢ吉原勝己氏が冷泉荘を紹介
◎ラジオ
2011.7.31〜 LOVE FM 毎週日曜日 20:10〜21:00 http://lovefm.co.jp/program/w̲aj.php?id=123
「大連・新・発見」で易那研究員がパーソナリティを務める。

所員雑感

イタリア旅行紀行文

２

（財）福岡アジア都市研究所

常務理事

原

重実

南イタリアでは世界一美しいといわれるアマルフィ海岸を車窓から眺め、マテーラでは洞窟住居群や、石レンガのとんが
り屋根が印象的なアルベロベッロ(これが世界遺産であることはご存知の方も多いと思います) を観光。申し遅れましたが、
イタリアもこの季節は夏で、気温は30度くらい、湿度は低めですがとにかく日射がきつい、アルベロベッロ地域にただ一人
住む日本人女性の話しでは紫外線の量は日本の5倍で、真夏の気温は40度を軽く超えるとか。古代ローマ皇帝たちの別
荘地帯だったカプリ島は評判どおり風光明媚。そして波が少しでも高いと入れない青の洞窟は、手漕ぎの4人乗りボートで
待ち時間も少なく幸いにも入ることができましたが、海水が神秘的な青い色に輝き、しばし幻想的で感動的な体験でありま
した。また、この島の岸壁に横断幕があり、｢がんばれ日本」の文字があったのを見て、イタリア人の気持ちに感謝したので
ありました。
ローマでは古代ローマ時代のコロッセオや水道橋に感嘆し、映画ローマの休日の場面となったトレビの泉やスペイン広
場などを訪れローマの休日を過ごしましたが、あの｢真実の口」は観光客が多く時間が無くてパス。
食
昼と夜の食事の前には必ず飲み物の注文をスタッフが聞きに来ます。日本では水は何も言わないでも出てきますが、彼
の地ではワイン、ビール、ジュース、水のいずれかを選ばなければなりません。ちなみにミネラルウォーターは1ℓのボトルが
4ユーロ(450円くらい)で、ビール、ワインに比べ割高感がありました。イタリアはパスタの本場で毎回異なるものが出てきまし
たが、ミラノのレストランで初めて食べたイカ墨パスタは、食欲をそそる色ではなく、口の周りも大変でしたが味は絶品であり
ました。
以下次号へつづく

