マスコミでみるＵＲＣの今−最近１ヶ月の情報を中心に−
◎新聞
2013.12.13 西日本新聞 朝刊 8p
こだま 気仙沼との縁 校歌がつなぐ/今年度会員研究員で市民研究員ＯＢでもある藤原正教さんが執筆

2013.12.13 西日本新聞 朝刊 30p
ストック手に/スイスイ 福岡城ウォーキング/福岡都市圏
当研究所が構成団体の一つである福岡城・鴻臚館の将来を市民と考える実行委員会主催のクロスカント
リ−の開催報告（※印 以下関連記事）

2013.12.13

姪浜ビーキィ 第4号 2p
姪浜エリアのあの人の話を聞きたい！ビーキィ直撃インタビュー 「日本まちづくり大賞」受賞 唐津街道
姪浜まちづくり協議会
当研究所ＯＢ大塚政徳さんが事務局を務める協議会の活動が紹介される。 （◎印以下関連記事）

2013.12.10 読売新聞 朝刊 32p
福岡城跡２８０人楽しむ ノルディックウォーキング＝福岡 ※

2013.12.7 東奥日報 朝刊 11p，新潟新聞 朝刊 22ｐ，山形新聞 朝刊 22ｐ
連載/未来をひらく地域力〜再生へ思いひとつに 1/東北・新潟8新聞社共同企画 十和田奥入瀬芸術
祭 ｱｰﾄで観光振興図る 市民研究員ＯＢ藤浩志さんが芸術祭の総合プロュ−サーを務め，評価

2013.12.7 東奥日報 朝刊 27p
活性化に貢献 十和田市現代美術館 地域創造大賞を受賞 商店街交流，イベント評価
市民研究員ＯＢ藤浩志さんが副館長を務める同美術館の活動が「地域創造大賞」を受賞し，コメントが紹
介される。

2013.12.7 東奥日報 朝刊 23p
告知板/十和田 ７日に藤浩志さん講演会 市民研究員ＯＢ藤浩志さんの講演会開催予告

2013.12.5 長崎新聞 朝刊 11p
「新幹線利用」市民86％/大村市まちづくり策定委・アンケート公表/市「期待度上がっている」
当研究所ＯＢ樗木武前顧問が大村市新幹線振大村駅（仮称）周辺地域まちづくり計画策定委員会の委
員長を務める。

2013.12.5 読売新聞 朝刊 8p
九州の将来議論 福岡で初会合 会議「未来力2030」 谷口博文主幹研究員が会議に参加

2013.12.5 読売新聞 朝刊 33p
関門協議会にアジア都市景観賞 県境越えての活動評価＝北九州
当研究所が事務局を務めるアジア都市景観賞の開催報告（☆印 以下関連記事）

2013.11.30 京都新聞 朝刊 17p
アートスクエア 造形家 川埜龍三展 ほか
市民研究員ＯＢ藤浩志さん他の出演するトークイベントの開催予告

2013.11.29 VIETJOベトナムニュース
ダナン、国連ハビタットの「アジア都市景観賞」に選出 ☆

2013.11.27 朝日新聞 朝刊 35p
アジア都市景観賞を受賞「関門海峡が結ぶ景観に配慮したまちづくり」福岡県 ☆

2013.11.27 朝日新聞 朝刊 35p
海峡超えた連携にアジア都市景観賞を受賞 しものせき・北九州の条例高評価/山口県 ☆

2013.11.26 東奥日報 朝刊 13p
こんにちは/小笠原洋子さん（十和田市，６４歳）秋田の美術館見学「バス旅」
市民研究員ＯＢ藤浩志さんが同行する「バス旅」の開催予告

2013.11.25 日本海新聞 朝刊 25p
自治体動静 松浦正敬松江市長 ２６日＝アジア都市景観賞表彰式（１４時福岡市） ☆

2013.11.24 熊本日日新聞 朝刊 4p
◎くまにち論壇＝「福祉区」の制度化を（小川全夫，熊本学園大学社会福祉学部教授）
小川全夫副主幹研究員が執筆 ＊月1回の発行で，記事はバックナンバーを含めて資料室で読めます。

2013.11.24 大阪日日新聞 23p，日本海新聞 25p
住み聞き ？つながりの新しいかたち？（下）空き家から街再生 芸術村，シェアハウスにも
市民研究員ＯＢ藤浩志さん等が行った催しの開催報告

2013.11.21 西日本新聞 朝刊 34p
九州経済＝福岡市でビッグデータの講演会
当研究所が主催者の一つであるBODIKのキックオフイベントの開催予告

2013.11.18 西日本新聞 朝刊 26p
風 「唐津街道姪浜まちづくり協議会」事務局長 大塚政徳さん（55）よそもん視点生かす ◎

2013.11.16 北海道新聞 地方（室蘭・胆振） 朝刊 27p
道内発展の力に 後輩の学生鼓舞*室工大*ＯＢの大学教授講演
野田順康顧問の講演会開催報告

2013.11.16 北海道新聞 地方（室蘭・胆振）朝刊 24p
きょうの国際セミナー/野田順康顧問の講演会開催報告

2013.11.13 読売新聞 朝刊 33p
にぎわい創出 天神大改造 「明治通り」再開発 ビル更新 低層部に店 広場増設
「福岡地域戦略推進協議会」（FDC）がひらいた地域サミットが紹介される。（＊印以下関連記事）

2013.11.11 西日本新聞 夕刊 1p
暮らしのプラス 福博の夜ぶら満喫 ＮＰＯ，福岡市が５コース 新たな観光資源化探る
当研究所ＯＧ佐々木喜美代さんが大名コースのガイドを務める。

2013.11.9 西日本新聞 朝刊 30p
福岡城クロカン 来月８日に開催 参加者募集 ※

2013.11.7 福島民報 2p
震災発生後の地域社会を議論 コミュニティ研究会
市民研究員ＯＢの藤浩志さんから意見を聴取

2013.11.6 西日本新聞 朝刊 28p
国際会議 ビジネスに生かせ“仲介役”組織発足へ 福岡都市圏 ＊

2013.11.6 読売新聞 朝刊 29p
福岡都市圏の成長探る 産学官民の地域戦略推進協 ＊

2013.11.4 日本経済新聞 朝刊 20p
大学発，無料ネット講義 日本版「ムーク」が始動 社灰燼のスキル向上 日本への留学後押し
日本オープンオンライン教育推進協議会が発足 安浦寛人理事長が副理事長に就任

2013.11.2 長崎新聞 22p
２０１３年アジア都市景観賞/出島復元整備が内定 ☆

2013.11.2 読売新聞 福岡西かわらばん 1p
姪浜 日本まちづくり大賞 唐津街道の町 市民の宝 唐津街道姪浜まちづくり協議会 喜びの受賞 み
そ蔵演奏会 マップを評価 ◎

2013.11.1 西日本新聞 朝刊 31p
長崎県/長崎・出島復元事業が受賞 国連ハビタット アジア都市景観賞 ☆

2013.11.1 VIETJOベトナムニュース
ホイアン、国連ハビタットの「アジア都市景観賞」に選出 ☆

2013.10.31 東奥日報 朝刊 13p
十和田/商議書，まちづくり考えるフォーラム ｱｰﾄと商店街共生を
市民研究員ＯＢ藤浩志さんが十和田市現代美術館副館長としてコメント

2013.10.31 毎日新聞 23p
ニュースファイル：アジア都市景観賞を受賞/山口 ☆

◎雑誌
2013.11.30 フォーラム福岡 Ｖｏｌ．５２
44〜49ｐ 鼎談 クロストーク「私たちの地域でつくる未来」 ＊
50〜53ｐ テーマ別セッション
50ｐ 観光部会：ＭＩＣＥについて主催者・事業者側で多角的に検討 ＊
51ｐ 環境部会：人・モノ，エネルギー，情報のモビリティを活かす ＊
52ｐ 食部会：「福岡の職の魅力」作りに取り組む ＊
53ｐ 都市再生部会：都市経営の視点で「市場を創造できる街」づくりへ ＊
54〜55ｐ Special Report：グローバルＭＩＣＥ戦略都市・福岡
情報戦略室 畠山 尚久研究主査が執筆

2013.11.20 財界九州 ２０１３年１２月 NO.1071
64ｐ 2013年回顧 福岡市トピックス 博多港周辺の分区条例を改正 第2期展示場軸に一帯を再整備
「福岡地域戦略推進協議会」（FDC）の将来ビジョンが紹介される。

2013.11.11 びぶろす-Biblos 62号
18〜19ｐ 専門図書館紹介 「都市政策資料室のご紹介」を山崎三枝司書が執筆
☆アジア都市景観賞関連の記事は海外でも多く報道されましたが，紙面の都合で省略させていただきます。

所員雑感 「〜ＵＲＣ勤続２５周年を迎えて〜韓国・釜山の旅」７ 四日目 山崎三枝
釜山発展研究院 長年，資料交流のみだった研究所へいよいよ訪問です。釜山市役所から歩いて10
分ほどのところの大通りに面した建物の8.9階が釜山発展研究院です。時間通りにつくと，琴（クム）さん
が出迎えてくれました。研究所にお邪魔しすぐに同じ建物１階の資料室（写真 上）へ。司書の李さんは
資料交換のリストを作って待っていてくれました。資料交流のみで不安だったのは，李さんも同じだった
ようで，「これからお互いに必要なものを知らせあうことで，いい関係をつくっていこう。」と確認できまし
た。直接思いを伝えることが出来て，本当に良かったと思いました。
その後，夕食に連れて行っていただきました。琴さんは事前にメールで「何が食べたいか」聞いてくだ
さいましたので，「友達一押しのナッチボクとサンナッチ」と答えていたのです。サンナッチは歯ごたえを
楽しむもの。ごま油と塩でいただきます。動いているけど，大丈夫。おいしく楽しめました。ナッチボクは
赤い，辛い，熱いと3拍子そろったこれぞ韓国料理。汗を拭き拭きおいしくいただきました。あまりに辛い
ので，途中でご飯を入れましたが，大満足でした！
夕食後は李さんの車で夜景を見に行きました。釜山は天然の良港，夜景も綺麗です。特にダイヤモン
ドブリッジと海雲台を望む景色は，まだ丸い月も加わって最高でした。
次号へ続く

