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アセット（資産、財産、強み）を
守り育むまちへ

福津市長

原﨑 智仁
福津市は、2005年に津屋崎町・福間町が合
併して誕生したまちです。合併当時は人口約
55,000人でしたが、現在約67,000人。コロナ
禍での経済活動の変化により、増加率こそ下
がったものの、約90カ月間、連続して人口が
増加しています。豊かな自然の恵み、新鮮で
おいしい農作物や魚は、ふるさとが誇る宝で
す。東洋経済新報社が毎年発表する「全国住
みよさランキング」でも、市の部門で一昨年
九州一位になりました。
松林、干潟、沼地（緑地公園）、里山などの
豊かな自然は、市民が手をかけて守っていま
す。放っておいたら荒れ果ててしまう海岸松
林は、約10年前から市内３つの地域コミュニ
ティが毎週下草刈りや清掃を行ってくれてい
ます。最初はジャングルのようだった松林も、
今では砂地が見えるようになり、
「松林ウォー
ク」や絵画イベントも開けるようになりまし
た。コンクリート護岸だった上西郷川は、自
然河岸に戻しました。「川を守り子どもたちに
継承する」というこの取り組みは高い評価を
得て、全国土木学会賞やグリーンインフラの
賞などをいただきました。干潟や沼地（緑地公
園）も、それぞれ干潟見守り隊、里山見守り隊
が保護活動を続け、生き物たちが住みやすい
環境を整えてきました。子どもたちの育ちに
とってもよい環境ができており、そのことが
本市の子育て世代人口増加につながっている
ものと確信しています。私自身10年参加して
いる松林下草刈り、清掃活動では、毎回30人

ほどの市民が集まります。最近では中学生も
多く参加してくれるようになりました。その
うち何人かは地元に残り、次の担い手となっ
てくれることを夢見ています。
他自治体の首長さまには羨ましがられるか
もしれませんが、人口が伸び続けている本市
ならではの課題もあります。子育て世代の増
加に伴い、学校が足りないのです。本市では、
新しい学校をどこに設置するかが、今焦点と
なっています。ひとつは、希少生物が生息す
る沼地を擁する緑地公園を一部埋め立てて、
学校を建てる案。この案は、校区再編を伴い
ません。もうひとつは、老朽化する社会教育
施設の地へ学校を建てる案。この案は校区再
編を伴うため、現在も話し合いが続いていま
すが、私はこの案を推しています。なぜ私が
後者を推し、前者に賛成できないでいるか。
もちろん安全、地盤、予算などが重大な理由
ではありますが、同時に「福津市に今あるア
セットをできるだけ生かしていきたいから」
という思いがあります。後者には、キャンプ
場が併設されており、バンガロー、飯盒炊飯、
ローラースケート場などが残っています。そ
こに学校を設置すれば、こうした設備を利用
して、小学生が体いっぱい遊べる学校にでき
ます。また、すぐ近くには、建設間もない18
歳までの子どもが無料で使える児童施設もあ
ります。キッチン、ホール、卓球台、バンド
練習スタジオ、バスケットゴール、図書室、
学習室など、何でも揃っているのに、利用率
があまり高くないこの施設もより生かすこと
ができます。一方前者は、里山見守り隊が市
と共働し、生物多様性を育んできた沼地です。
10年以上かけて環境を整える中で、絶滅危惧
Ⅱ類の４種を含む、多様な動植物の成長が観
察できる場になりました。この営みを育んで
きた人々、ここで自然観察を行ってきた子育
てグループ、近隣エリアの人々の想いも、尊
いアセットだと思うのです。
一朝一夕にはできない想いが込められた市
民の営みが各所で続けられている福津市のア
セットを、私は本当にいとおしいと思い、これ
らを守り育むまちでありたいと願っています。
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九経連活動報告

２０３０年の「ありたい姿」を描いた九経連事業活動の新たな指針づくり
〜創立６０周年記念事業〜
と

き

ところ
出席者

７月２０日（月）
福岡市・九経連会議室
２１名

第１回九州将来ビジョン検討特別委員会

2021年に本会が創立60周年を迎えるにあたり、今年度、2030年に向けた「九州将来ビジョ
ン」を策定する。この検討にあたり、本会副会長・理事企業の役員クラスの方々に有識者や各
種専門家を加えた「九州将来ビジョン検討特別委員会」を設置し、第１回委員会を開催した。
はじめに、金子達也委員長（本会副会長、ト
ヨタ自動車九州㈱会長）より、
「この十数年、
世界情勢は大きく変化。GAFAの台頭による
ビジネス改革、中国の変化、SDGsやSociety5.0
の動き、そこに今回のコロナ禍で歴史的大変
化の機。このようなタイミングでのビジョン
策定は非常に意義がある。これまでの取り組
みを総括しつつ、将来の改革に軸足を置いてビ
ジョンを取りまとめたい」との挨拶があった。
次に、石坂淳子副委員長（本会理事、㈱ひよ
子会長兼社長）より、
「この大きな社会の変化
の中、九経連設立時の『新しい時代にふさわ
しい経済改革を図ることは我々経済人の責務
である』という原点に戻って策定に取り組み
たい」との挨拶があった。

金子委員長

石坂副委員長

２．将来ビジョン策定目的と考え方
検討にあたり、まず「策定目的」と「策定
の考え方」について認識の共有を行った。
策定目的
人口減少やデータ主導型社会到来などの大きな
環境変化を受けて、Society 5.0等の革新的考え
方と九州の特性を活かし、日本・アジアをリー
ドする当地域の方向性を示すとともに、今後、
九経連が取り組む事業活動の指針とする。

２
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策定の考え方
「九経連の役割」の定義による業務範囲の明確化

・新たに定義する「九経連の役割」に基づき、ビジョン実現に向
けた九経連の活動テーマである「戦略テーマ」を設定
フォローのしくみ整備による実行力の強化

・ビジョン～中期事業計画～年度事業計画～日々の活動の連動の
しくみ整備
・PDCAがまわせるフォローのしくみ整備
改革的テーマと日常的に取り組むテーマの区分

・ビジョン実現に必須の改革的テーマを「戦略テーマ」として設定
（多くても７～８テーマ程度）
・それ以外の日常的に取り組むテーマを「日常管理テーマ」として区分
戦略テーマごとの推進組織・責任者決定による責任体制明確化

・既存の委員会などの組織体は、戦略テーマの推進組織と位置付
け、再編も視野に入れる
・より実行力を高める必要がある場合は、新たにプロジェクト組織を組成

３．九州を取り巻く環境の分析
次に、九州を取り巻く環境について、SWOT
分析結果に基づき認識共有を行い、
「脅威」に
対して「強み」を活かしてどう「機会」に変
えていくかが重要であることなどを確認した。
４．九経連の役割の検討
最後に、九州の「ありたい姿」の実現に向
けて、本会が果たすべき役割を明確化するた
めに、過去60年間の歴史を踏まえて改めて本
会の役割についての確認を行った。
九経連の役割
九州経済発展のための戦略的産業の成長促進に向けた
リーダーシップの発揮

・九州経済発展に向けた戦略的産業の見極め、ロードマップ策定
・戦略実行、インフラ整備に向けた産学官関係者との交渉・調整
全会員の成長のための取り組み促進に向けたガバナンス（統治）機
能の発揮

なお、具体的な検討を行うため、谷口博文
筑紫女学園大学教授（行財政委員会前企画部会
長）を座長とするWGを２週間に１回程度開催
していく。
【企画調査部 濵口】

航空宇宙産業の集積地を目指してオール九州の
取り組み強化を！～２０２０年度定時総会開催～
と

き

ところ
出席者

７月１５日（水）
福岡市・九経連会議室および各地からのＷＥＢ出席
４１名（会議室２３名、ＷＥＢ１８名）

１．麻生会長挨拶（要旨）
本日の総会は新型コロナの影響により、WEB
会議システムを取り入れての開催となる。
航空分野においては、この度の感染症拡大
が人の移動を止めたために航空機需要の大幅
な低下を引き起こしている。決して明るい状
況とは言えないが、回復後により高いレベル
の仕事をするため、将来に向けた準備期間と
して捉えたい。
宇宙分野については、昨年度当協議会にお
いて「オール九州による宇宙開発促進に向け
た既存射場活用研究会」を立ち上げ、九州が
有するロケット射場の活用機会増加に向けた
協議を開始している。宇宙分野における九州
の動きとしては、昨年12月に当協議会会員の
QPS研究所が、見事、衛星１号機の打ち上げ
に成功された。また、米国Virgin Orbit社が手
掛ける航空機を用いた人工衛星打ち上げ事業に
おいて、大分空港が拠点港として選定された。
九州が次世代産業であ
る航空宇宙産業の集積地
と な る よ う、 九 航 協 と し
ても引き続き取り組みを
強 化 し て い き た く、 ご 支
麻生会長
援と協力のほどお願いしたい。
２．議事
■第１号議案 2019年度事業報告
■第２号議案 2019年度決算報告
航 空 分 野 で は、
「 九 航 協 エ ア ロ ス ペ ー ス・
ネットワーク（QAN）」により、海外機体メー
カーへの先進地工場視察や、新規参入促進を
目的とした航空機産業セミナーの開催を行っ
た。小型電動航空機研究会活動では、シンポ
ジウムやフォーラムへ参加したほか、海外の
小型電動航空機メーカーや国内の電機メー
カーとの意見交換ならびに情報収集を行った。

九州航空宇宙開発推進協議会

宇宙分野では、既存射場活用研究会を立ち
上げ、JAXA名誉教授や職員、運営に携わる民
間企業や大学・自治体を参集して射場活用機
会増加に向けた課題および課題解決に必要な
取り組みについて協議を開始した。
毎年３月に開催している種子島ロケットコ
ンテストは、感染症拡大の状況に鑑み、開催
を中止した。
■第３号議案 2020年度事業計画（案）
■第４号議案 2020年度収支予算（案）
QANにおいては、アセンブリー外注に対応
する企業リンクの構築・増強を推進するとと
もに、受注獲得に向けた積極的な活動を行う。
宇宙産業の促進に関する活動としては、宇
宙ビジネス環境整備に関する国への要望を行
うことを計画する。
他の各事業についても、昨年度から継続し
ての活発な活動を行う。
■第５号議案 2020年度役員選任（案）
今年度は２年に一度の役員改選期にあたる。
会長、副会長（22名）、監事（２名）、顧問（６
名）の就任について承認された。
３．意見交換
例年、総会終了後に特
別講演会を行っているが、
今回は感染症拡大防止の
観点から中止とした。
各議案についての審議
意見交換会の様子
終了後、麻生会長の進行
により出席者相互の意見交換の時間を設けた。
会場出席者とWEB出席者の双方から、九州
の航空宇宙産業振興のために必要な人材育成
や環境整備、国・関係機関への働きかけに関
する積極的な発言があった。
【産業振興部 松田】
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日誌
７月
７日（火）、２８日（火）


［福岡市・九経連会議室］

第２回、第３回九州将来ビジョン検討ＷＧ
出席者：７日（火）17名、28日（火）17名

2030年に実現したい姿を検討する「九州将来ビ
ジョン」の策定に向けて、関係者全員出席のもと、
第２回、第３回のWGを開催した。
第２回ＷＧでは、ビジョンの検討に先立ち、九経
連の位置付けや役割、九州が置かれた環境について
の議論を行い、その後、各メンバーが考える九州の
ありたい姿について全体共有を行った。また、第３
回WGでは、まず九州のありたい姿の方向性について
議論を行い、さらにありたい姿実現に向けて九経連
が推進する戦略テーマについても、テーマ設定の考
え方の共有や具体的なテーマ検討を行った。

８日（水）

検疫に関する九州側からの質問・要望に応えるべ
く済南税関の幹部も同席した山東省会場と、福岡の
中国総領事館、東京の山東省駐日代表処を含む３カ
所と結んで実施。山東省側は九州産農水産物の輸入
に意欲的であり、マッチング商談会を協力して開催
することで一致した。コロナの影響でヒトの動きが
滞る中ではあるが、今後オンライン、オフラインを
問わずに、新たな形での交流実現に尽力していきたい。

［福岡市・九経連会議室］

「ツール・ド・九州・山口（仮称）」検討委員会第１回会議
出席者：14名

自転車で九州各県を巡るサイクリング大会「ツー
ル・ド・九州・山口（仮称）
」開催を検討する、検討
委員会第１回会議を開催した。
委員長には本会の長尾成美専務理事が選出された。
事務局よりこれまでの経緯と概略、イベントコンセ
プトとルート設定の考え方、組織案とスケジュール
について説明した後、活発な意見交換を行った。こ
れを踏まえイベントコンセプトの方向性について、
各委員の意見集約を行い、今後の進め方を検討する。
［中止・書面開催］

第９回九州・沖縄地方産業競争力協議会

（委員：27名）

第９回九州・沖縄地方産業競争力協議会（会長：麻
生泰九経連会長）については、ホテル日航福岡にて開
催を予定していたが、九州全域を襲った「令和２年
７月豪雨」に対する緊急災害対策に伴い、開催を中
止し書面開催に代えることとした。以下の議事につ
いて書面決議し、承認された。
議事①次期Earth戦略の方向性の修正案について
議事②次期Earth戦略のスケルトン（骨子）について
［福岡市・九経連会議室］

山東省商務庁とのＷＥＢ会談

出席者：九州側13名、中国側15名

本会とMOUを結んでいる山東省商務庁との間で、
九州から中国への農水産物輸出拡大-With/Afterコロ
ナ下での交流拡大-をテーマにWEB会談が行われた。

４
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［福岡市・九経連会議室（ＷＥＢ併催）］

出席者：41名（会議室23名、WEB18名）

今年度の定時総会は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、WEB併催により実施した。
※本誌３ページに詳細を掲載

１６日（木）

［ＷＥＢ会議］

地域政策デザインスクール・ガイダンス

９日（木）

１５日（水）

１５日（水）

九州航空宇宙開発推進協議会２０２０年度定時総会

受講生：35名

2020年度「地域政策デザインスクール」を開講す
る（期間：2020年８月１日～2021年２月27日）
。当ス
クールは、地域自治体が抱える政策課題について、
受講生がその解決策を研究・提言することを趣旨と
している。
今年度は、飯塚市・那珂川市・みやま市・東峰
村・基山町の５つの自治体と連携し、その政策課題
に取り組む。講師陣に、一橋大学・石倉洋子名誉教
授、
（一社）シェアリングエコノミー協会・石山アン
ジュ事務局長、世界経済フォーラム第四次産業革命
日本センター・平山雄太スペシャリスト、慶應義塾
大学・宮田裕章教授、㈱一平ホールディングス・村
岡浩司社長を迎え、実践、理論の両面での指導を行
う。なお、今回は、新型コロナウイルス感染の影響
に伴い、オンラインを活用した講義、ワーキング等
の運営を行う。

１７日（金）

［書面開催］

東九州軸推進機構第３０回総会

（会員：149名）

東九州軸推進機構（会長：麻生泰九経連会長）は、
①2019年度事業報告および収支決算報告②2020年度
事業計画案および収支予算案③東九州地域の活性化
推進に関する要望案等の第30回（2020年度）総会議案
について書面審議し、本機構会員からすべて原案ど
おり承認された（議決日 ７月17日）
。
なお、議決された「東九州地域の活性化推進に関
する要望」をもって国土交通省等各関係先に対して
要望書を提出する。

２０日（月）

［福岡市・九経連会議室］

第１回九州将来ビジョン検討特別委員会
出席者：21名

「九州将来ビジョン」の策定に向けて、第１回検討
特別委員会を開催した。
※本誌２ページに詳細を掲載

２２日（水）

［福岡市・福岡市科学館（ＷＥＢ併催）］

第１回資源エネルギー・環境委員会
出席者：76名（会場55名、WEB21名）

ゼロエミッションを先導する九州未来エネルギー
提言の５つの戦略の具現化に向けて、基調講演とパ
ネルディスカッションを行った。
※次号（10月号）にて詳細を掲載予定

２７日（月） ［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口（ＷＥＢ併催）］
九経連、木造ビル構造標準モデル発表会
出席者：180名（会場90名、WEB90名）

今回の発表会は、2019年度下期に開催した木造ビ
ル建築技術向上のための研修会を通じて完成した
「九経連、木造ビル構造標準モデル設計図」の発表の
場として開催した。
当日は福岡、佐賀、長崎、熊本、大分のチーム作成
の５プランと、九経連会員企業のFukuoka Timber
Building Labが作成したプランの計６プランを発表す
るとともに、東京大学の腰原幹雄教授、桜設計集団
一級建築士事務所の安井昇氏、東京海上日動火災保
険㈱の隅修三相談役に基調講演をいただき、木造ビ
ル普及に向けての課題解決策や技術面の説明、また
施主となっていただける経営者の方々に対する木造
ビルへの理解について説明を行った。
今回の設計図は九経連HPに掲載しており、フリー
でダウンロードし活用することができる。今後は、

各県と協力し、広く木造ビル普及に向けた活動を継
続していく。
※次号（10月号）にて詳細を掲載予定

３０日（木）

［福岡市・九経連会議室］

行財政委員会第１回企画部会
出席者：16名

ま ず、 石 丸 修 平 企 画 部 会 長 よ り「FUKUOKA
Smart EASTのスーパーシティ構想応募」についてご
説明いただき、箱崎エリアでの成功を他地域に展開
していく有効性などについて意見交換を行った。
次に、
「One Kyushuサミットとの連携活用」につい
て議論をし、様々な課題解決には、九州単位でのマ
クロの視点と都市単位でのミクロの視点での取り組
みが必要であることなどを確認した。最後に、部会
長から「アフターコロナＷＧチーム（仮称）
」の立ち
上げに関して提案があり、今後の進め方についての
意見交換を行った。

３１日（金）

［福岡市・アクロス福岡（ＷＥＢ併催）］

第５回九州・大学発ベンチャー振興実践会議
出席者：60名（会場50名、WEB10名）

九州・沖縄地域の大学、産業界、地銀・VCが連携
し、大学シーズの速やかな実用化、産学協力、オー
プンイノベーション推進等により大学発ベンチャー
の育成・振興を目指す「九州・大学発ベンチャー振
興会議 」の事前会議である実践会議を開催した。
今年度大学提出シーズ19件の大学側からの説明と、
今回から新たに議事に加えた企業ニーズの説明が11
の企業からあった。今年度提出シーズについて円滑
にGAP資金を付与する作業、
企業ニーズに対する大学側
の関心表明を９月まで行う
ことを全員で共有した。

３１日（金）

［書面開催］

下関北九州道路建設促進協議会２０２０年度総会

（会員：38名）

下関北九州道路建設促進協議会（会長：麻生泰九経
連会長）は、①2019年度事業報告および収支決算報告
②2020年度事業計画案および収支予算案③役員改選
案④下関北九州道路の早期実現に関する要望案等の
2020年度総会議案について書面審議し、本協議会会員
からすべて原案どおり承認された（議決日 ７月31日）
。
なお、議決された「下関北九州道路の早期実現に
関する要望」をもって国土交通省等各関係先に対し
て要望書を提出する。

２０２０/９

九経連月報

５

Mari Yoder の

Impressions of Foreigners Working in Kyushu
Interview with the KIMONO Project
Mr. Bruce Haendel, Mr. Yoshimasa Takakura,
interviewed by Mari Yoder
Fukuoka, June 15th, 2020.

Bruce Haendel is a
director at Open Mind,
and is handling translations for the Imagine One
World KIMONO Project.
He is originally from
Maryland, and earned a B.A. in political
science at the University of Washington
in 1983. After moving to Japan in 1985,
he lectured at the Kyushu Institute of
Technology and at Nakamura Gakuen
University's School of Business,
Marketing, and Distribution. With his
help, the KIMONO Project is reaching an
international audience.
Yoshimasa Takakura is
the President and CEO of
Choya Co., Ltd., and is
the founder of the
Imagine One World
KIMONO Project. Born in
Kurume, he earned a B.A. in Economics
from Keio University in 1990. As a young
man, he was highly influenced by John
Lennon’s famous song, Imagine. His
hope and dream is that through this project, we will be one step closer to “living
life in peace”, and that “the world will be
as one”.
Founded in 2014, The Imagine One World
KIMONO Project is the brainchild of Mr.
Takakura, who has created one KIMONO for
each of the 213 countries taking part in international events such as the Tokyo Olympic
and Paralympic Games. Whether the project
will be part of the Olympics is as yet unconfirmed. Ideally, each country’s placard bearer
in the Parade of Nations will wear their
KIMONO in the Olympics.
Mari Yoder (MY): How did you become
６
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involved with
the KIMONO
Project?
Bruce Haendel
(BH): Well, Mr.
Takakura’s team
had a situation
where together with the new ambassador from
Honduras, Mr. Alejandro Palma Cerna, they
were presenting the Honduras KIMONO to the
local government in Kagoshima. The ambassador had just arrived in Tokyo, and hadn’t had
time to arrange for an interpreter, so a mutual
friend suggested they contact me. After working with him in Kagoshima, I told Mr. Takakura
I’d help him with anything he needed in
English, but as the funding for this project is
very precious, I decided to work as a volunteer
from there on out.
MY: When translating, is it difficult to relay the
exact feeling and depth in the description of
each KIMONO?
BH: For sure. We had to consult on many of
the descriptions because it is important to get
it just right, in such a way that it doesn’t agitate
people, especially the English version,
because that’s the one that’s going to get all
the eyes on it. Another fantastic thing is the
beautiful, flowery Japanese in the original text
which I try to do justice to in English.
Yoshimasa Takakura (YT): Relaying the
worth and beauty of the KIMONO Project to
Japan is of course important, and we can do
that. But what we really want to do is communicate our philosophy and what is in our hearts
to the people of the world. And for this, it had
to be done by a native English speaker.
Depending on who we chose to be our English
voice, our project would be viewed differently.
So, for me Bruce was the right choice.
MY: How do you think the KIMONO Project will
be received by other countries?
BH: The fact that they are all co-creators
makes it their KIMONO, and it’s their gift to the

world together with Japan, so I think it’ll be
received really well. After Hiroshima and
Nagasaki were bombed, I expected that Japan
would become a more vocal symbol of peace
and unity in the world, having been hit twice
with such unspeakable suffering. But Japan
wasn’t going to overtly get out there and lecture people, that’s just not the Japanese way.
Things are taught more subtly through action. I
think it is brilliant, that the KIMONO is the vehicle to bring this lesson about unity and beauty
to the world.
MY: Do you have any concerns for the project
because of sensitivity about cultural appropriation?
BH: My feeling is that this is the highest form
of respect. Kimono is a world heritage; it
belongs to the world. I’ve never understood
this concept of cultural appropriation, and I dismiss the idea that it’s insensitive to wear kimono. The Japanese people themselves are not
offended, in fact they take it as a compliment,
so why should anyone else object? This is a
respectful celebration of a culture, there’s
nothing wrong with it. Each country is quite
proud of their KIMONO. Consultation was
used with each countries’ embassy in Tokyo,
who in turn introduced local artists and scholars from their country. The stories behind each
of these KIMONOS are so deep and so rich.
It’s not a Japanese view of the world.
MY: I see. So, each country chose what would
be represented on each KIMONO themselves,
then?
BH: Yes, that’s right. Generally, the embassies
themselves take responsibility, and decide who
to introduce as artisans or advisors. A lot of
scholars also get involved to decide what will
be represented, because it’s very sensitive
and important to get it just right.
YT: Working with each country, and keeping
things from getting political is quite difficult,
especially with countries that are at odds with
each other. Some countries wanted to know
what a specific other country had included on
their KIMONO before they would decide what
to display on theirs. It’s incredibly sensitive.
MY: Which kimono maker was selected to
make Japan’s?

YT: There are two imperial
plants in Kyoto, Japan.
Chiso, established in
1555, is much older than
even the United States.
They are making the
kimono, and the obi is
made by Tatsumura, which weaves the imperial flags. The most important thing was choosing who would make what. Assigning the imperial kimono makers to make the Japanese
KIMONO was the most diplomatic choice.
MY: What is your next goal for the KIMONO
Project after the Olympics?
YT: We are hoping to have our own pavilion at
The World Expo 2025 in Osaka. Our project is
introducing Japanese culture, of course, but
because it’s also introducing the culture of
every single country, they could perhaps be in
a world unity pavilion. The KIMONO would
also make a wonderful addition to the expo
parade. We want to have a world tour or exhibition in New York, at the Smithsonian in
Washington, D.C., or the Louvre in Paris. The
possibilities are endless. We would like to use
them carefully for about 10 years and after that
it would be nice to permanently display them
somewhere. I’m sure there are many places or
institutions that would be happy to care for
them.
（要旨）
６月15日、KIMONOプロジェクトで各国の着物
紹介の翻訳を担当するブルース・ヘンデル氏と、
同プロジェクトを発案した髙倉慶応氏にインタ
ビューを行った。
同プロジェクトは、世界各国をイメージした着
物と帯を制作することで平和・友好のメッセージ
を示し、オール日本で伝統産業の振興を図る取り
組みで、髙倉氏は、世界の人々に伝える必要性を重
視し、日本に長く住むブルース氏に協力を求めた。
ブルース氏によれば、各国の着物の説明は正確
に行う必要があり、神経を使う難しい作業である
という。着物制作では通常、大使館が職人やアド
バイザーを紹介し、アーティストや学者も関与す
る。各国の着物の背後には深く豊かな物語があ
り、日本の着物の流用を通じて、各国の全く異な
る世界観が表現される。
オリンピック（2021年）以後も、大阪万博（2025
年）や各国の博物館での展示等々、無限の可能性
がある、と髙倉氏の夢は膨らむ。

２０２０/９
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寄稿
組織でサイバー攻撃に立ち向かう
㈱QTnet

セキュリティサービスグループ

部長

兼

サイバーセキュリティ対策室

江川 哲也
ひと昔前のサイバー攻撃といえば、単なるいたずらや自らの技術力誇示を目的とした個人に
よる攻撃が主であった。しかしながら近年は、金銭や機密情報の窃取を目的とした組織による
攻撃が主となり、その手口も非常に高度化している。
最近の組織的かつ高度な攻撃にどのように対処していくのか、通信回線サービスやICTソ
リューションサービスの提供を通じて九州の高度情報化に取り組む㈱QTnetより、課題と解決
策を寄稿いただいた。
１．変革の隙

れらの要求に応じたシステムやネットワーク

デジタル技術で産業構造を転換するデジタ

の構築、運用、および保守を行い信頼性や品

ルトランスフォーメーション。明確なデジタ

質を維持しているものの、時に想定外の事象

ル戦略を打ち立て、経営者が自ら率先して取

は発生する。

り組んでいる企業もあるが、多くの企業では
なかなか取り組めていないのが現状である。

2016年11月に発生した博多駅前陥没事故
（図１）は鮮烈な印象を残したが、実はあの事

奇しくも新型コロナウイルスの影響により

故は弊社サービスにとっても想定外の事象で

多くの企業でテレワークやテレビ会議システ

あり、サービス停止により、お客様にご迷惑

ムの導入が進み、ニューノーマルの働き方と

をお掛けしてしまった。想定外の事象に対し

して今後も活用が期待されている。

ては、組織での対処が重要となる。弊社では、

このようなデジタル技術の利活用は利便性

台風や地震などの自然災害によりネットワー

を向上させるが、その反面、セキュリティ対

クや情報システムが被害を受けることを想定

策が十分でないとサイバー攻撃の標的となり、

した対応訓練を継続的に実施し、適応性に富

その対応に失敗し被害が拡大すると、社会的

んだ対応体制作りを行ってきた。その甲斐

信頼の失墜につながりかねない。

あって、自然災害ではない、前出の事故にお

２．想定外の出来事

いても迅速な復旧対応ができた。

QTnet（以下、弊社）は、九州内に120千km
（地球約３周分）におよぶ光ファイバー網を構
築し、データ通信サービスやクラウドサービ
ス、セキュリティサービスなどの様々なICT
ソリューションの提供により、九州各地の自

QTnet
光ファイバ

QTnet
光ファイバ

治体、学術機関、民間企業のご支援をさせて
いただいている。
これらのサービスはお客様にとって、事業

博多駅

を継続する上で必要不可欠なインフラであり、
高い信頼性や品質が要求される。弊社ではこ

８
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図1

博多駅前陥没事故の様子

想定外の事象は、実空間よりも、複雑なサ

対策後の残存リスクを受容するわけであるが、

イバー空間の方が発生する可能性が高い傾向

これらの検討には、当然経営層の関与が必要で

にある。従ってサイバー攻撃に対しても日頃

あり、最終的には経営者の判断が求められる。

から対応訓練などを行い、適応性が高く柔軟

弊社は様々な企業からセキュリティの相談

でかつ強靭な対応体制作りを行っておく必要

を受けるが、セキュリティ機器やソフトウェ

がある。

アの導入による技術的対策に関しては、九州

３．リスクの対策と受容

では地元の同業他社並みの対策水準（図２参

サイバーセキュリティの世界では、リスク
は、
「 あ る 」「 な い 」 と は 表 現 し な い。 サ イ

照）を目指す企業が多いと感じる。
組織的対策については企業の規模によって

バー空間には大なり小なりリスクは存在し、

大きく異なるが、経営層の関与が強い企業ほ

リ ス ク は、
「 高 い 」「 低 い 」 で 表 現 す る。 セ

ど、 最 高 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 責 任 者（CISO：

キュリティ対策の第一歩は、どんな企業にも

Chief Information Security Officer）を置き、

必ず存在するリスクを洗い出すことである。

しっかりとした組織作りを行う傾向にある。

ただし、洗い出した全てのリスクに対して対

４．シーサートという存在

策を行うことは、莫大な設備投資や人材の確

CISOの配下組織として、サイバーセキュリ

保が必要となるため現実的ではない。このよ

ティを担当する部署を設置する企業が増えて

うな理由により、全てのリスクを限りなくゼ

きているが、このような部署は、シーサート

ロに近づけようとする企業はあまり多くは存

（CSIRT：Computer Security Incident Response

在しない。多くの企業は、投資額とリスクの

Team）と呼ばれており、主にセキュリティ対

バランスを考えながらセキュリティ対策を

策の検討、実行および情報セキュリティ事故

行っている（図２参照）。

が発生した際の対応を行う。体制として独立

また当然ながら利便性とリスクのバランス

部署（専任型）、部署横断（専任＋兼任型）、部

も考慮する必要がある。セキュリティ対策を

署横断（兼任型）の大きく３つに分けられる

行ったため、利便性が著しく低下し業務効率

（図３参照）。

が悪くなれば本末転倒である。投資額、利便

日本シーサート協議会（一般社団法人 日本

性、 お よ び リ ス ク の バ ラ ン ス を 検 討 し、 セ

コンピュータセキュリティインシデント対応

キュリティ対策を行う必要がある。そして、

チーム協議会）の2018年度会員組織向けの調

高

査結果によると、会員の12％が独立部署（専任
型）、44％が部署横断（専任＋兼任型）、43％
が部署横断（兼任型）のシーサートを構築して
いる。

九州の対策水準

弊社では、電気通信サービスをお客様へ提

全国の対策水準

供する事業用設備および従業員が業務で利活

一定を過ぎると横ばいに推移

図2

低

用する情報システム、双方のサイバーセキュ

多

リティを確保することが重要かつ継続的な課

セキュリティ投資額とリスクの関係

題と認識し、複数部署に亘る社内連携の強化

セキュリティ投資額

少
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独立部署

部署横断

部署横断

（専任型）

（専任+兼任型）

（兼任型）

組織内シーサート

組織内シーサート

組織内シーサート
兼任

連携

連携

部署B

部署A

部署B

部署A

部署E

部署A

兼任

兼任
兼任

連携

部署B

兼任

部署C

部署C
図３

兼任

部署D

部署C

シーサート実装体制

のため、部署横断（専任＋兼任型）でシーサー

人向け育成プログラム「ProSec-IT（enPiT-

トを構築している。

Pro）」があり、内容も充実しているため、こ

５．人材育成と外部の活用

れを受講することは育成の大きな手段の一つ

サイバーセキュリティ人材の役割は、多種

である。

多 様 で あ る。 ま ず、 セ キ ュ リ テ ィ 戦 略 や セ

また、資格取得の奨励も人材育成に有効な

キュリティポリシーを策定する。それに基づ

手段である。ただし資格取得に関しては、受

き規定やガイドラインなどを作成し、従業員

験料や、資格取得後の更新に関わる個人の費

に遵守させる。さらに、セキュリティシステ

用負担が大きい場合があるため、企業にはそ

ムの設計、運用、および監視など技術対策を

れらを補助するような仕組み作りが求められ

実施する。他にも、脆弱性管理や脆弱性診断、

る。またセキュリティコミュニティが開催し

監 査、 フ ォ レ ン ジ ッ ク 対 応 な ど、 セ キ ュ リ

ている勉強会への参加を奨励することも一つ

ティ業務は守備範囲が広い。

の有効な手段である。

サイバーセキュリティ人材育成でまずやる

セキュリティ人材の育成には、人的リソー

べきことは、自社に必要な役割を明確化し、

ス、金銭的コスト、時間が必要となる。しか

その中から自社で育成する役割と外部へ委託

し、先に述べたとおり、全ての役割を自らの

する役割を整理することである。そして自社

リソースで賄う必要はなく、必要に応じ外部

で育成する役割の達成基準を設定し、計画的

の専門家に委託することも検討すべきである。

に育成を行っていく。

特に高度な技術が必要となる役割ほど、育成

育成にあたっては、OJTの他、社内での勉

に莫大な金銭的コストが必要となり、また時

強会や、社外研修の受講が一般的である。九

間も長期間に亘ることから、専門家の活用が

州であれば、九州大学や長崎県立大学が開講

効果的である。

しているサイバーセキュリティに関する社会

１０
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ただし、外部に委託する役割は「一度委託

したから終わり」などの一過性のものとなら

一つで不審メールの通報ができるシステムを

ないように注意していただきたい。そのため

導入したことで年々改善しており、行動の習

には、当該業務における明確な目的を設定し、

慣化が見られている。

成果をPDCAの一部として組み込むとよい。

７．おわりに

例えば、情報システムの脆弱性診断を外部に

たった一度のセキュリティ事故で企業は深

委託する場合は、最終的な目的を「システム

刻な被害を受ける恐れがある。実際に何百億

の健全性の確保」と設定し、脆弱性診断結果

円という損失を被った事件が日本でも発生し

を評価（Check）の根拠として活用し、脆弱性

ている。サイバー攻撃は地理的な制約がない

の改修（Action）につなげるとよい。

ため、九州の企業においても世界中の攻撃者

６．従業員のリテラシー向上

からターゲットにされ、深刻な被害を受ける

セキュリティ人材の育成と外部の活用だけ

可能性は十分にある。

では十分ではない。新種のコンピュータウイ

組織的かつ高度な攻撃に対して、前項まで

ルスは１日当たり39万個以上作成されサイ

に述べた全ての対策を完璧に実行しても、一

バー空間にばらまかれており、セキュリティ

つの企業で全ての攻撃を防ぎきるのは不可能

機器が全てを検知し遮断してくれるわけでは

である。平時から、同業他社や地元の企業間

ない。特定の組織を狙った標的型攻撃の9割近

で連携することが重要になってくる。

くが攻撃メールに起因している。コンピュー

弊社は、日本シーサート協議会の九州地区

タウイルスの社内への侵入を防ぐため、不審

の地区活動委員として仲間づくりを進めてい

なメールを開かないという従業員一人一人に

る（ 図 ４）。 普 段 か ら 地 元 の 企 業 同 士（ シ ー

よる水際対策も重要である。

サート同士）で連携し、セキュリティに関する

サイバー攻撃者は日々手法を変えながら攻

情報共有や、情報セキュリティに関する事故

撃を行っているため、従業員に対しては、最

事象が発生した際には、お互いに手助けがで

新の攻撃手法や他社の被害事例などの情報を

きるよう活動に取り組んでいる。ご興味があ

発信し、セキュリティ研修などを定期的に行

れば、ぜひ、たくさんの組織にご参加いただ

うことで、意識啓発を図る。

きたい。

また不審なメールを従業員が受信した際に、
社内規定通りに対応できるかを確認するため、
標的型メール訓練を定期的に実施し、知識の
定着と行動の習慣化を図ることも重要である。
なお、弊社では年に複数回同訓練を行ってお
り、模擬ウイルスメール開封率の集計、およ
び受信後のシーサートへの連絡率を集計して
いる。同訓練開始当初、数十％あった開封率
は近年、数％程度で推移しており、標的型攻
撃メールに対する知識の定着が見られている。
また連絡率についても、シーサートへボタン

図４ 日本シーサート協議会
ワークショップin北九州の様子
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寄稿
なぜ若者は恋愛できないのか？
〜若者が求めるＡＩ恋愛ナビゲーションアプリ〜
㈱AILL 代表取締役

豊嶋 千奈

少子高齢化・人口減少という構造的課題に対し、地方創生の一環として、官民協働での出逢
いの場創出の動きが活発化している。地方移住への関心が高まる中で、本会では、集客や成婚
率などでより実効性を高めていくため、世界発の「AIを使った出逢いとコミュニケーションア
シストの仕組み」を開発した㈱AILLとの連携を検討しており、今回、同社・豊嶋千奈社長よ
り、若者の出逢いの現状と課題、AIの開発経緯を寄稿いただいた。
１．高所得者が、恋人・結婚できない現状
今まで、
「恋愛」は自己責任であり、
「失敗し
てナンボ。その失敗を糧に成長を」というの
が定説でしたが、現在の若者にとって、その
考え方は非常にハードルが高くなってしまっ
ています。
内閣府や厚生労働省の意識調査によると、
30代の年収500万円以上の男性のうち、65％
が未婚であり、40％以上に恋人がいません。
女性も46％以上が未婚です。所得にかかわら
ず、全体で見ると、20～30代で恋人のいない
割合が男性69％、女性は59％にものぼり、異
性の友達がいる人は、実に男女７％以下です。
2002年の成果主義の浸透で、
「失敗したくな
い」若者が増え、完全なる自己否定を恐れ、
成功か失敗の二択である恋愛に注力するのが
難しいのです。
２．既存マッチングサービスの課題
MMD研究所「マッチングサービス・アプリ
の利用実態調査」によると、独身者の70％が

１
２
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マッチングサービス未利用であり、約50％が
今後もマッチングサービスを利用することに
抵抗を感じています。その大きな理由は、不
特定多数が在籍することによる安心・安全性
への懸念です。
３．自己責任＋αのサポート・アシスト
自 由 恋 愛 が 盛 ん に な っ た1970 年 代 か ら40
年、こんな時代だからこそ、恋愛に自己責任
＋αのサポート・アシストする環境があって
もよいのではないでしょうか？
恋愛やコミュニケーションにおいて、主役
は「人」です。男女間のすれ違いを埋めるに
は、間に入るのは人が良いのか、AIが良いの
かと悩みました。そして、ユーザーへヒアリ
ングをしたところ、AIを求める人が多くいま
した。
その理由は大きく３つです。
①本音を話すことが難しくなっている
②主 観ではなく、客観的・根拠に基づいた
アドバイスを期待

③AIは気を使わなくてよいので楽
そこで、弊社は日本のAIの先駆者でもある
３教授と一緒に、私自身の最大手製薬企業
TOP営業ノウハウを活かした恋愛ナビゲート
ができるAIの開発を進めました。
４．社員の幸福度と企業メリット
日本の従業員エンゲージメント（従業員が所
属する企業やその企業目標に対して自主的な
貢献意欲を持つ状態）は、先進国の中で最下位
（６％）であり、米国の1/5以下、そして世界平
均の半分にも届いていません。

日本における従業員エンゲージメント向上
の最大のインパクトファクターは、ワークラ
イフシナジーです。そのライフのキーファク
ター「恋愛・結婚生活」の充実が従業員の幸
福度向上を高めるひとつの手段となります。
その解決の一助となるべく弊社で開発した
のが、企業の福利厚生サービスとして安心安
全な出逢いの場を創出し、AI活用で傷つくこ
とを最小限に抑制しながらのコミュニケー

ションをナビゲートする、世界初のAI恋愛ナ
ビゲーションアプリ「Aill（エール）」です。
同じレイヤーの企業の従業員と出逢えれば、
価値観・ライフプラン・キャリアプランも合
わせやすく、共働き夫婦の増加の後押しとな
り、幸福度向上だけでなく、離職率低下や従
業員のパフォーマンス向上、ひいては会社の
利益創出につながるのです。

５．終わりに
深刻化する人口減少の原因は、自然減少（未
婚者増加）」と社会減少（若者都心移住）です。
若者が、九州には「魅力的な働き口」があり、
「出逢いの機会」があることを認識できれば、
人口減少の歯止めにつながります。
今後、九州経済連合会で検討中の婚機創出
事業とも連携しながら、九州の発展に貢献し、
そして個の幸せの集合体が、日本全体の活性
化につながるよう全力を尽くしてまいります。
※なお、次ページ「会員紹介」に、弊社紹介記事が掲載
されていますのでご参照ください。

【「Aill（エール）」の３つのAIナビゲーション】
出逢いだけでなく、出逢った後の関係進展もAIがナビゲートします。
A Iのアシストによって、効率性はもちろん、恋愛で傷つくことを最小限に抑制でき、恋
愛に対して一歩を踏み出す勇気を持つことができます。
▼紹介ナビゲーション
A Iが、生活サイクルやキャリアプランを軸に、あなたと価値観が近く、進展可能性の高
い社外の異性をご紹介します。
▼会話ナビゲーション
２人のチャットをAIがアシスト。デートに誘うタイミングや２人の心の距離を縮める会
話のお手伝いをします。
▼好感度ナビゲーション
気になるあの人の自分に対する好感度をAIが可視化。異性に効果的にアプローチするこ
とができます。

２０２０/９
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Member Introduction

会員紹介

株式会社ＡＩＬＬ
＜2020年４月８日入会＞

会

社

名

株式会社ＡＩＬＬ
（エール）

業

２０１
６年１
０月２１日

者

代表取締役 豊嶋 千奈

株式会社ＡＩＬＬ（エール）では、人と人をつ

創

なぐコミュニケーションサポートができるＡＩ

代

の開発を行っています。

事 業 内 容

ＡＩ恋愛ナビゲーション（コミュニ
ケーション）アプリの運営・開発
ＡＩ・データベースの開発

従 業 員 数

１
７名

プリ」を福利厚生サービスとして、２０社以上の

本社所在地

〒１０８-００７５ 東京都港区港南１-９-３６

企業に提供しています。

電 話 番 号

０３-６２８０-７４８０

ホームページ

https://aill-navi.jp/i

表

「どうすれば恋愛が進展するのか？」を解き
明かし、世界初の「ＡＩ恋愛ナビゲーションア

近年では、仕事の忙しさや、恋愛に能動的に

会社概要

会社紹介

なれないなどの様々な要因を背景に、正社員で
しっかりと収入を得ている方の未婚や、恋人不
在の増加が目立っています。さらに、コロナに
よる勤務場所のボーダーレス化によって、人と
人との距離がおのずと開いていくことで、未婚
や恋人不在の方の増加をいっそう加速させるの
ではないかと懸念されます。
しかし、どんな状況であっても、誰もが「仕
事だけでなく私生活も充実させたい」
「幸せに
なりたい」という想いは秘めているはずです。
Ａｉｌｌ
（エール）はこういった実情を解決し、従
業員エンゲージメント向上の最重要要因である
「ワークライフシナジー」の実現に貢献します。
Ａｉｌｌ
（エール）は、信頼できる企業専用のコ
ミュニティであり、
「Ａｉｌｌ
（エール）
」が福利厚
生サービスの対象となっている企業の独身社員
のみが利用できます。
紹介ナビゲーション、会話ナビゲーション、

「Ａｉｌｌ
（エール）
」
は、 私 自 身 が 欲 し
かったサービスであ
り、同時に働く２０〜
３０代の男女に求めら
れているサービスで
もありました。昨今
では、
「傷つくのが怖
い」
「失敗したくな
い」と、恋愛に一歩
代表取締役 豊嶋 千奈
を踏み出すことに躊
躇してしまっている人が多くいるように見
受けられます。働き方改革が促される一方
で、従業員側の私生活（恋愛・結婚）を充実
させるためのハード・ソフト面が不足して
いることも、その要因のひとつなのではな
いでしょうか。
Ａｉ
ｌ
ｌ
（エール）は、この課題を解決し、従
業員の幸せが、会社の幸せ、そして社会の
幸せとつながっていくような好循環の一助
になるべく、邁進してまいります。

好感度ナビゲーションという３つのＡＩナビ
ゲーションを利用者に提供することで、男女の
コミュニケーションのすれ違いを緩和し、出

３つのAIナビゲーション
紹介ナビゲーション

会話ナビゲーション

好感度ナビゲーション

社外の出逢いを提供。AIが価値
観やライフプラン、キャリアプ
ランの合う異性を紹介。

２人のチャットにAIが介入。デー
トに誘うタイミングや２人の心の
距離を縮める会話をAIがアシスト。

気になるあの人の好感度をAIが
可視化。効率的にアプローチが
でき、一歩を踏み出す後押しに。

逢った後の関係進展をアシストします。
ＡＩは、豊嶋自身が最大手製薬企業ＴＯＰ営
業として培ったノウハウを恋愛に転用し、男女
のコミュニケーション方法の最適解を分析・見
える化しています。
日本のＡＩ先駆者である東京大学の松原仁教
授、鳥海不二夫准教授、北海道大学の川村秀憲
教授と開発を進めています。
１４
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KYUSHU

九州観光推進機構
ニュース
～みんなのチカラで九州を元気に！～ 九州の旅 応援キャンペーンについて
一般社団法人 九州観光推進機構（会長：石原 進）では、２０２０年８月７日（金）より、「みんなのチカラ
で九州を元気に！ 九州の旅応援キャンペーン」を開始しています。
九州には、美しい自然や豊富な温泉、地元ならではのおいしいグルメなど多くの観光資源があります。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大により観光業は厳しい状況となっているのが現状です。そ
こで九州の観光情報をたくさんの人に知ってもらい、九州の旅を盛り上げる「九州の旅 応援キャンペー
ン」の第一弾として「あなたがお勧めしたい」
「知って欲しい」と思う九州で撮った写真をＳＮＳに投稿
して参加する「インスタ投稿で応援キャンペーン」を開催中です。９月から第二弾も予定していますので
詳しくは以下のキャンペーンサイトをご参照ください。
◆キャンペーンサイト
https://www.welcomekyushu.jp/campaign/
◆「みんなのチカラで九州を元気に! 九州の旅応援キャンペーン（第一弾）
」概要について
実施期間

2020年８月７日（金）～2020年12月31日（木）

応募方法

①Instagramアカウント「@kyushu_tourism_information」をフォロー。
②ハッシュタグ「#九州応援旅2020」をつけ、さらに撮影場所がわかる
「位置ピン」または「投稿場所」をつけて「九州の魅力」をテーマに写真を投稿。

賞品

投稿者の中から抽選で、毎月40名様へ、九州7県の人気宿の宿泊券をプレゼント！
（第２弾含めて、キャンペーン期間中 計300名様に当たります）

当選連絡
その他

毎月、月末までにご応募いただいた中から抽選を行い、翌月中旬ごろまでに、当選者へ
DM（ダイレクトメッセージ）にて直接連絡いたします。
・公式Instagram

https://www.instagram.com/kyushu_tourism_information/

感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 54

霧島中心の天孫降臨の旅
〜西都原から霧島へ〜
−宮崎県（西都市、宮崎市、日南市、都城市、高原町）、鹿児島県（霧島市）−

宮崎県との境にある鹿児島県の高千穂峰には、天孫ニニギノミコトが頂上に降り立ったとき逆さまに突
き立てた神剣「天の逆鉾」が古くから伝わっている。ここに、かの龍馬は“新婚旅行”のときによじ登った。
「ここより山頂に登り、天の逆鉾を見んとて妻の両人づれにて‥‥」険しい道をはるばる登り「ついに
いただきに登り、かの天逆鉾を見たり‥‥」という手紙が残されている（大宅壮一監修「にっぽん再発
見・南九州」
）という。
高千穂峰は、麓の霧島神宮から、道が通じている。足に自信のある方は神話トレッキングコースとして
最適だ。
ところで、霧島市の隼人塚は、南九州の人の祖先と思えるが、史的解釈は別として隼人の胸像が４体
残っている。どこか表情に物悲しげな愁いを含んでいる。怨念の表情ではない。何を物語ろうとしている
のだろうか、あれこれの史実や伝説の中から自分なりの推理や仮説をたてるのも現地ならではの収穫だ。
総じてこのコースは、案内人の方をはじめバスのガイドさんにしろ非常に勉強している。詳しく説明し
てくれる。
壮大な神話を生み出したこの地の人に敬意を払いつつ、現地でつぶさに自分の目と感性で神話の里の醍
醐味を体得してほしい。
「そんなことありっこない」と頭から否定してかかる人はこの旅をする資格がない—いや失礼、旅の
共感はぐっと浅くなるだろう。
２０２０/９
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１日目
２日目

２泊３日コース

 崎空港（宮崎駅）→西都市［西都原古墳群、記紀の道、西都原考古博物館、御
宮
陵墓］→宮崎市［皇宮屋、江田神社、みそぎ池、宮崎神宮］→たまゆら温泉（泊）

西都市

 まゆら温泉→宮崎市［青島神社］→日南市［鵜戸神宮］→都城市［東霧島神社、鬼岩
た
階段、神石］→高原町［霧島東神社、狭野神社］→霧島温泉郷又はたかはる温泉郷（泊）
霧島温泉郷

３日目

霧島温泉郷又はたかはる温泉郷→霧島市［霧島神宮、高千穂峰、高千穂河原ビ
ジターセンター、鹿児島神宮、隼人塚］→鹿児島空港（鹿児島中央駅）→各地

霧島市

宮崎市
たまゆら温泉
宮崎空港
都城市
高原町

鹿児島空港

日南市

西都原古墳群（風土記の丘）
（西都市）
西都市街地の西方、通称西都原と呼ばれている台地上を中心
に３１９基の古墳が分布。西都原古墳群にある男狭穂塚はニニギ
ノミコトの御陵、女狭穂塚はコノハナサクヤヒメの御陵。男狭
穂塚は全長１５５ｍの国内最大の帆立貝形古墳で、女狭穂塚は全
長１７６ｍの前方後円墳で九州最大規模。

西都原考古博物館（西都市）

西都原考古博物館（西都市）

西都原古墳群（風土記の丘）（西都市）

数百基を数える全国有数の西都原古墳群近
くに建つ博物館。単に遺跡を展示するだけでなく、土器や古墳の模型を触ること
北九州市
（戸畑・門司）
ができる「ハンズオン展示」や、身に着けたジャケットから案内を聞くことがで
きる「音声ガイド」などがあり、より歴史や地理を体感することができる。屋外
上椎葉
にも「古代生活体験館」
「４号地下式横穴墓保存見学施設」などがあり歴史ファ
ンならずとも楽しめる。

皇宮屋（宮崎市）
神武天皇が東征に出発するまでの宮居の跡。すぐそばに「皇軍発祥の地」の石碑が建てられている。

青島神社（宮崎市）
ヒコホホデミノミコトがワタツミの宮から帰ってきた際に、当神社のある青島
にたどり着いたといわれている。

鵜戸神宮（日南市）
ウガヤフキアエズノミコトの誕生地と伝えられ、縁結びや安産の神としても知
られている。トヨタマヒメが我が子ウガヤフキアエズを思って残したとされるお
乳岩や、海から乗ってきた亀がそのまま岩になったとされる亀石がある。

鵜戸神宮（日南市）

東霧島神社の鬼岩階段（都城市）
東霧島神社の境内から本殿に続く石段で、鬼が一夜にして造ったと伝えられて
いる。別名「振り向かずの坂」と呼ばれ、願い事を唱えながら後ろを振り向かず
登ると願いが叶えられるといわれている。

霧島神宮（霧島市）
霧島六社権現の一つで、ニニギノミコトを主神とし、
相殿にコノハナサクヤヒメ、ヒコホホデミノミコト、ト
ヨタマヒメ、ウガヤフキアエズノミコトほかを祀ってい
る。霧島のたび重なる噴火で炎上、再建を繰り返した後、
現在の場所に正徳５（１７１５）年第２１代藩主島津吉貴公によ
り造営寄進された。境内には樹齢八百年の老杉が生い茂
り、神代の気高さを今に伝えている。朱塗りのあでやかな
社殿、美しい神社は西の日光とも称せられる。

東霧島神社の鬼岩階段（都城市）

鹿児島神宮（霧島市）
霧島神宮の御神木（杉）

「延喜式」にもその名が記されている大隅・薩摩・日向
を通じて南九州随一の古い由緒をもった神社。主神はヒコ
ホホデミノミコトとトヨタマヒメ。

九州観光推進機構のホームページ

霧島神宮（霧島市）

https://www.welcomekyushu.jp「九州旅ネット」 も併せてご覧ください。
【本件問い合わせ先】（一社）九州観光推進機構（ＴＥＬ：０９２−７５１−２９５１）
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沖縄観光通信
〜ミス沖縄がおススメする沖縄観光情報〜
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー（OCVB）
皆さま、こんにちは。ミス沖縄コバルトブルー山里ひかるです。
この度、ミス沖縄公式YouTubeチャンネルを開設しました。これからは新規チャンネルにて
ミス沖縄の動画をアップしていきます。 ミス沖縄３名が皆さまへ沖縄の魅力をお届けしてま
いります。ぜひチャンネル登録＆いいねをお願いします！
■「ミス沖縄公式チャンネル」はこちら https://bit.ly/3f3K776
ミス沖縄コバルトブルー
山里ひかる

今月は、沖縄の美しい海を眺めることのできる施設をご紹介いたします。

〜ブセナ海中公園〜
沖縄本島北部、名護市部瀬名岬にある「ブセナ海中公園」は１９７０年にできた老舗の
レジャー施設で、今年で５０周年を迎えます。
ブセナ海中公園でおススメの施設は、
「海中展望塔」と「グラス底ボート」です。
「海中展望塔」の中には服を着たまま、沖縄の美しい海の世界を楽しむことができま
す。海の中にある展望フロアの窓からは、海底に広がるサンゴ礁の海と、亜熱帯の色鮮
やかな魚たちが見渡せます。グラス底ボートは、季節や年齢を問わず、海の中を見るこ
とができるアクティビティです。グラス底ボートから眺める沖縄の海は格別に美しく感
じられますよ。

【今月のおススメ】ナーベーラー（ヘチマ）
本土では浴用タワシとして使われますが、沖縄では開花してから
約２週間頃の若い実を食用にします。水分量が多く、ビタミンやミ
ネラルを豊富に含んでいるので美容に効果のある夏野菜です。味噌
煮や炒め物、汁物におススメです♪この時期、沖縄の食卓ではよく
見られますよ♪
皆さまもぜひ、沖縄の夏野菜ナーベーラー
（ヘチマ）を召し上がってみてください。

ミス沖縄紹介WEBページ

https://www.ocvb.or.jp/activities/missOkinawa
も併せてご覧ください。

皆さまへ沖縄の魅力をお届けいたします。

２０２０/９
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山口

Yamaguchi

サイクル県やまぐちＰｒｏｊｅｃｔ
～やまぐち自転車旅～
山口県では、誰もが四季を通じてサイクルスポーツ
を快適に楽しむことができる「サイクル県やまぐち」
の実現に向けた取り組みを推進している。
今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、長期間の「外出自粛」や「三密の回避」が強く求
められてきたが、こういう時だからこそ、豊かな自然
の中でスポーツを楽しんではいかがだろうか。
秋吉台、角島、サザンセト（周防大島町）といった
魅力的な景観を楽しめる３つのシンボルルートを整備
しているほか、レンタサイクルを行うサイクルステー
ションを県内２２カ所に整備し、気軽にサイクリングを
楽しむこともできる。
また、明治維新や源平合戦など、様々な歴史舞台に
登場する史跡に加え、新鮮な山の幸や海の幸を生かし
たグルメ、数多くの上質な温泉などにも恵まれている。
観光スポットや飲食店などの情報
も盛り込んだサイクリングマップ
は、山口・萩・下関・防府の４エリ
アに加え、今年度新たに県東部地域
でも作成することとしている。
ぜひ、自然豊かな山口県でサイク
リングを楽しんでいただきたい。
《問い合わせ先》
サイクル県やまぐち推進協議会
事務局：山口県スポーツ推進課
TEL：083-933-2435

福岡

Fukuoka

小中学校の学校給食に県産和牛
を提供！
新型コロナウイルス感染症の拡大により、県産の和
牛は消費の縮小や価格の低下などの大きな影響を受け
た。このため、県では、今年度、県内小中学校の給食
で県産の和牛肉を提供し、児童・生徒にそのおいし
さ、すばらしさを知ってもらい、家庭での地産地消を
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促すこととした。
７月２９日には、県内１７市町村の８９校で、約３万
５千人の児童・生徒に県産和牛を使った給食が提供さ
れ、福岡市西区の中村学園三陽中学校では、博多和牛
生産者、堀田和秀氏による食育授業が同時に開催され
た。生徒たちは、肉牛農家が和牛を大きく育て、食肉
センター、小売店を通じて精肉が消費者に届くこと、
人間は命をいただいて生きていることを学び、給食の時
間には、博多和牛のプルコギを美味しそうに味わった。
県産の和牛をつかった給食は、順次、県内の各学校
で、サイコロステーキ、
牛丼などの献立で提供さ
れる。生産者が心をこめ
て育てた「県産和牛」を
各家庭でも味わっていた
だきたい。
《問い合わせ先》
福岡県畜産課 TEL：092-643-3497

佐賀

Saga

県庁最上階で楽しむ、光のお花見！
県庁最上階の展望ホールで様々な夜景プロジェク
ションマッピングの上映を行ってきた、アート県庁プ
ロジェクト。２０１６年の開始以来１７万人もの方々にご
来場いただいている。
第５弾となる今回のタイトルは「星空の庭園」
。四
季折々の美しい佐賀の花を全身で体感できるコンテン
ツを展開する。日中は日差しを浴びて生き生きとし、
夜には星と共鳴するなど、刻々と変化する花の映像美
から目が離せない。また、花を使用したトリックアー
トが撮影できるフォトスポットや、床面に投影された
映像を踏んで楽しむスポットもあり、子どもから大人
まで満喫できる空間となっている。
さらに、佐賀県庁最上階の「さがんれすとらん志
乃」では、花や佐賀産の果物を使うなど、食材や見た
目にこだわったドリンクと花の映像を同時に味わえる
スペースもある。他にも期間中のイベントとして、花
などを用いたワークショップも企画している。
ぜひ多くの方々にお越しいただき、佐賀の魅力に触
れていただきたい。
《開催期間》 ９月４日（金）〜２０２１年２月２８日（日）
《上映時間》
【９月】
２０時～２２時
【１０月～２月】
１８時３０分～２２時
（最終入場時間 ２１時３０分）
《入場料》 ５００円（ドリンク代は含まれておりません）
※ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。
《問い合わせ先》
【イベントについて】
アート県庁プロジェクト実行委員会事務局（佐賀新聞社内）
TEL：0952-28-2151
【県の観光施策について】
佐賀県観光課 TEL：0952-25-7386

長崎

Nagasaki

「長崎しま旅 わくわく乗船券」
好評販売中！
長崎県と長崎県観光連盟は、｢特定有人国境離島地
域社会維持推進交付金｣を活用し、県内の国境離島地
域を訪れる方を対象に、現地の体験プログラムに利用
できる体験クーポンがセットになった｢長崎しま旅 わ
くわく乗船券｣を来年２月２８日まで販売している。
わくわく乗船券は、本土～離島間の通常往復運賃に
１００円を上乗せした価格で販売し、最大６，
０００円（金額
は航路によって異なる）の体験クーポンを付与する仕
組みで、宿泊者が対象。長崎港・佐世保港・博多港・
唐津東港の各乗船券窓口で販売している。
クーポンが利用できる体験は、およそ２００種類。ダ
イビングやシーカヤックなどのマリンアクティビティ
や｢しま｣の海を楽しむクルージングなどの自然体験を
はじめ、世界遺産に登録された教会を巡るツアー、地
元ならではのものづくりなど、長崎の｢しま｣には、わ
くわくがあふれている。
なお、わくわく乗船券の利用者を対象に、宿泊施
設・飲食店・交通機関で使える「行っ得クーポン」も
配布中。対馬市については、１泊当たり５，
０００円が追
加され、さらにお得になる。
クーポン配布対象市町

１泊（１人当たり）※最大３泊まで

対馬市

10,000円

壱岐市、五島市、新上五島町、
小値賀町、佐世保市宇久町

5,000円

より多くの方々にこの｢わくわく乗船券｣を利用して
｢しま｣を訪れていただき、豊かな自然・歴史・文化と
いった魅力あふれる｢しま｣をお得に満喫していただき
たい。
※予算分の枚数に達し次第、終
了となりますのでご了承くだ
さい
《問い合わせ先》
長崎県観光振興課 TEL：095-895-2645
検索
詳しくは 長崎しま旅

熊本

Kumamoto

ＪＲ豊肥本線全線復旧で熊本県と
ＪＲ九州がコラボ企画を展開！
令和２年７月豪雨では、多くの人命が失われるな
ど、熊本県をはじめ九州各地に甚大な被害がもたら
されました。
全国からの様々な支援に感謝申し上げます。
熊本県では、平成２８年熊本地震により、不通となっ
ていたＪＲ豊肥本線が今年の８月８日に全線開通する

ことに伴い、ＪＲ九州と連携し、
「スイッチオン！豊肥
本線全線開通プロジェクト」を７月から実施している。
今回は、熊本地震からの復興のために取り組んでい
る「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 熊本復興プロジェクト」とＪＲ九
州とのコラボ企画を実施。各駅にキャラクターパネル
を設置するなど“麦わらの一味”たちとともに復興す
る熊本の元気な姿を全国に発信する。
また、ＪＲ九州は、熊本駅から阿蘇エリアの乗り放
題がセットになったお得な往復切符、開通を記念した
オリジナル記念商品を発売。
その他、様々な観光列車が豊肥本線
を特別運行する。
熊本県民も、県外からの方も満足し
て楽しめるキャンペーンとなっている
ので、ぜひ、参加していただきたい。
《問い合わせ先》
熊本県国際観光推進室 TEL：096-333-2335
https://www.jrkyushu.co.jp/train/hohi/

大分

Oita

「第３０回全国産業教育フェア大分大会」
「一生懸命」努力は未来を変える 産業の力は世界を変える
しらしんけん

「第３０回全国産業教育フェア大分大会」は、参集型
開催とインターネット開催を融合した「新たなスタイ
ル」で開催することが決定した。
本大会は、全国の専門高校等に通う生徒が学習成果
や自校の特色をアピールする祭典で、今回は大分県が
初の開催県となっていた。しかし新型コロナウイルス
感染拡大の影響が大きいことから、開催の是非を含
め、大会の在り方について様々な検討を重ねていた。
その中で、生徒実行委員会の生徒達の「全国を元気づ
けられるような大会をしたい」
「この状況だからこそ、
大会を開催し、大分を盛り上げたい」といった意見も
あり、今回は参集型開催とインターネット開催を融合
したスタイルで大会を発信していくことになった。
参集型開催は規模を縮小し、１０月２４日（土）別府
ビーコンプラザにて各学科によるデモンストレーショ
ンや作品展示等を行う。インターネット開催は特設
ホームページを１０月～３月の期間開設して、全国の
高校生の研究発表や学科紹介等を動
画で配信するとともに、高校生が開
発した生産品等のネット販売を行う。
本大会で「しらしんけん（一生懸
命）
」な高校生達が大いに学習の成果
を発揮することを期待している。
《問い合わせ先》
大分県高校教育課 TEL：097-506-5613
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宮崎

Miyazaki

暑い季節にこだわりの一杯を。
「宮崎県産クラフトビール」はいかが
宮崎県では、原材料１００％県産にこだわったクラフ
トビールづくりが行われている。
県内ではここ１０年で新たに５つのクラフトビール
醸造所が製造免許を取得し、現在、８つのクラフト
ビールメーカーが存在する。
ビールの主な原材料は、水、大麦からつくられる麦
芽、苦みと香りをつけるためのホップ。
大麦から麦芽をつくる工程は非常に難しいとされて
いるが、県内メーカーの中には、県食品開発センター
や地元農家などと協力して、県産大麦の生産に取り組
みながら、県産麦芽の生産技術を確立したところもあ
り、温暖な気候では栽培が難しいとされたホップにつ
いても、県総合農業試験場などとの連携により「九州
で初めて」生産に成功。これにより、収穫したての原
材料を使用することが可能となり、より香ばしく、香り
豊かな「オール宮崎産クラフトビール」を完成させた。
また、副原料となる果実や野菜も県産にこだわり、
マンゴーや日向夏など旬の県産物を用いた各メーカー
オリジナルビールも人気がある。中でも、県産の栗を
使った黒ビールは、ワールド・ビア・アワード２０１７
で世界一に輝くなど、高い評価を受けている。
これらのクラフトビールは、県内の飲食店のほか、
みやざき物産館ＫＯＮＮＥの店舗やホームページなど
でも販売している。
今後も、県や県内企業、地元農家が協力して、地域
の食材を最大限に生かし、地域
に根ざした県産クラフトビール
づくりを盛り上げていく。
《問い合わせ先》
宮崎県オールみやざき営業課
TEL：0985-26-7591

鹿児島

Kagoshima

鹿児島港新港区の整備が完了
しました！
鹿児島港は、海上の物流拠点として、また、離島航
路等の発着場として、県内外の人流・物流の中心的役
割を担っている。
このうち、奄美・沖縄航路のフェリーの発着場であ
る新港区は、年間約１３万人がフェリーを利用してお
り、約２００万トンの貨物が取り扱われ、奄美群島の方々
の生活を支える玄関口として重要な役割を担っている。
しかし、１９７０年代に整備されてから４０年以上が経
過し、建物や岸壁の老朽化が進むとともに、荷役作業
のスペースが不足するなど様々な課題が生じてきた。

２０

九経連月報 ２０２０/９

このため２０１１年度から、旅客と荷役の分離、老朽
化対策などを目的に進めてきた整備が、今年６月末に
完了した。
船と旅客ターミナルを結ぶボーディングブリッジの
整備により、安全・快適な乗降が可能となり、また、
改築された旅客ターミナルからは、錦江湾に浮かぶ雄
大な桜島を望むことができる。
さらに、新たに設けた散策路にはアコウをはじめと
した奄美を代表する樹木等を植えるとともに、大島紬
柄のデザインタイルを配置するなど、奄美らしさを感
じられるものとなっている。
今回の整備により、新港区
は奄美・沖縄航路の拠点機能
の強化が図られ、奄美群島の
観光や産業の振興に大きく寄
与することが期待される。
《問い合わせ先》
鹿児島県港湾空港課
TEL：099-286-3645

沖縄

Okinawa

「琉球王国のグスク及び関連遺産群」
～世界遺産登録２０周年～
沖縄県の世界遺産である「琉球王国のグスク及び関
連遺産群」
（以下、遺産群という）は、琉球王国の拠点
であった「首里城跡」や、国王・王族の別邸である
「識名園（しきなえん）
」
、祈りの場所として国家的な祭
祀が行われた聖地である「斎場御嶽（せーふぁうた
き）
」など、９つの資産で構成されている。
遺産群は、琉球王国時代に海外との交流などにより
独自の文化を築いた沖縄の価値を集約するものと評価
され、２０００年１２月に世界遺産に登録されてから、今
年２０２０年に２０周年を迎える。
沖縄県及び世界遺産所在市村等で構成する「世界遺
産登録２０周年記念事業実行委員会」では、２０周年と
いう節目の年の記念事業として、
『世界遺産スタンプ
ラリー』
（２０２０年７月２０日～２０２１年１月３１日）や、
『世
界遺産出土品巡回展』
（２０２０年８月１１日～２０２１年２
月２８日）
、
『第７回世界遺産サミット』
（２０２０年１０月２９
日～３１日）等を実施する。
豊かな自然と独自の文化を創造し、アジアをつなぐ
架け橋として発展した琉球王国。世
界遺産を廻って、その魅力と歴史に
触れる旅を楽しんでみてはいかがだ
ろうか。
《問い合わせ先》
沖縄県観光振興課
TEL：098-866-2764

表紙説明

ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅

（鹿児島県）

鹿児島県が整備したジャパンアスリートトレーニングセンター大隅は、
陸上競技のトレーニングに特化した日本最高水準のスポーツ合宿拠点施設
です。特に、空調完備の国内最長150ｍ直走路を有する「室内競技場」や、
複数の投てき種目を同時に練習できる「投てき練習場」は、他に類を見ない設備を誇ります。
昨年は、世界リレー2019横浜大会で金メダルを獲得したトリニダード・トバゴ陸上チームや台湾
陸上チームが同施設で合宿を行いました。両チームから世界でも最高レベルの施設であるとの高い
評価を得て、来年、東京オリンピック事前合宿を行うことが決定しています。
さらに、十種競技日本記録保持者の右代啓祐選手、女子100ｍ・200ｍ日本記録保持者の福島千
里選手など、世界で活躍する国内のトップアスリートも東京オリンピックに向けてトレーニングを
積んでいます。
また、施設を利用したトップアスリートと地域の方々とのスポーツを通じた交流も盛んに行われ
ており、地域活性化の拠点としても貢献しています。
この施設は、学生、実業団、一般の方々も利用できますので、ぜひ、実際に利用して、世界レベ
ルを感じてください。
《問い合わせ先》
鹿児島県スポーツ振興課 TEL：099-286-3010
スケジュール（９月）
日（曜）

会合名等

１日（火）

第５回九州将来ビジョン検討ＷＧ（福岡市・九経連）

７日（月）

第２回九州将来ビジョン検討特別委員会（福岡市・九経連）

８日（火）

九州の食輸出協議会定例会・オンライン商社マッチングｉｎ福岡（福岡市・福岡県Ｒｕｂｙ・コンテンツ産業振興センター）※ＷＥＢ併催

１０日（木）

産業振興委員会第１回企画部会（福岡市・九経連）

１１日（金）

第６回九州将来ビジョン検討ＷＧ（福岡市・九経連）

１
５日（火）

情報通信委員会第１回企画部会（福岡市・九経連）※ＷＥＢ併催

１
６日（水）

農林水産委員会林業部会第１回調査・研究ＷＧ（福岡市・九経連）※ＷＥＢ併催

１
７日（木）

「ＫＹＵＳＨＵ  ＮＥＸＴ」第２回ＷＧ（福岡市・九経連）

２４日（木）

〜がんばろう！
！台湾留学生応援企画〜台湾スマイルフェア（福岡市・電気ビル共創館みらい広場）

２５日（金）

第７回九州将来ビジョン検討ＷＧ（福岡市・九経連）

２８日（月）

第１回再生可能エネルギー産業化推進委員会（福岡市・九経連）※ＷＥＢ併催
第１回情報通信委員会（福岡市・ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口）※ＷＥＢ併催

新入会員企業（７月）
㈱Ｚｅｒｏ
‐
ＴｅｎＰａｒｋ
代表取締役

榎本

二郎

福岡市博多区祇園町8-13

TEL：092-710-7063

従業員数：46名

事業内容：シェアオフィス直営事業、シェアオフィス受託事業、ビジネスマッチング業、WEB制作事業

お知らせ：本誌裏表紙に広告を募集します。詳しくは、本会総務広報部（TEL：092-761-4261）
までお問い合わせください。
◆九経連ホームページ

◆九経連メールアドレス

http://www.kyukeiren.or.jp

info@kyukeiren.or.jp
月報・ホームページをご覧になったご感想やご意見をお寄せください。
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「KIMONO プロジェクト」通信 Vol.6
「KIMONOプロジェクト」は、世界213カ国（国・地域）各国の文化・歴史・自然をテーマに描いたKIMONO（振袖と帯）
を、
日本を代表する着物作家の方々と共に制作し、和文化を通じて世界をおもてなしするプロジェクトです。
この夏、すべての国と地域をイメージしたKIMONOが完成いたしましたことを、謹んでここにご報告させていただ
きますと共に、皆様からのご支援、心より感謝申し上げます。なお、今月号のMari Yoderさんのインタビュー記事（P6）
にも取り上げていただいていますので、
ご参照ください。
７月24日20時、本来東京オリンピックの開会式が予定されていた時間
に、すべての国と地域をイメージしたKIMONOが完成したことをオンライン
で発表しました。配信後10日間で３万回ほど再生され、多くの感動のコメン
トが寄せられました。その中から、海外から寄せられたコメント
（日本語訳）
をいくつか紹介させていただきます。

“着物好きの私は、初めてこのプロジェクトを知った時からフォローして
きましたが、完成を迎えたことは凄いことです。それぞれの作品はユニー
クな方法で素晴らしいです。 スポンサーからアーティスト、そして着物を
染めて仕立てる職人まで、このプロジェクトを可能にしてくれた皆さんに
感謝します。 これはきっと世代を超えて記憶されるプロジェクトです。
ノルウェーからLOVE&PEACE”
“すべてにおいて完璧。クリエイティビティ、アイディア、趣旨、メッセー
ジ、見せ方など…こんなことができるのは日本人だけです。 素晴らしい！”
“着物や帯それぞれの背景にある制作者やデザイナーの技に感動しまし
た！ うわー、これは世界が必要とする「世界を一つにする」プロジェクト
ですね。 また、着物の伝統について教えるのにも役立ち、この芸術が伝
承されることを願っています！ ポーランドからの愛をこめて”

九州・沖縄・山口での取り組み
全国で200を超える制作者の参画によりすべてのKIMONOが制作されました。実際多くの産地では、工程が分業され、それぞれのプロフェショナル
が制作に携わってきたため、
その何倍もの職人が本プロジェクトに参画していることになります。
九州・沖縄・山口からは、振袖が12枚、帯が51本生まれました。全体の３割にあたります。
ネイションスポンサーとグローバルスポンサーは、90ほどの法人・個人・団体の参画があり、全体の６割にのぼります。もちろん、一口1,000円の個
人や一口10,000円の法人寄付はこれ以上の数が寄せられております。
この点につきましては、皆様からのご支援・ご協力に改めて感謝申し上げます。

今後の展望
すべてのKIMONOが完成したことで、私たちは次へのスタート地点に立ちました。
これまで
多くの支援をいただいた皆様と共に「世界はきっと、ひとつになれる」
というメッセージを発
信しつつ、国内外にKIMONOの素晴らしさをお伝えしていく所存です。
スポンサー募集やご寄付受付は引き続き行ってまいります。KIMONOの保全のための費用
や、活動費として大切に使わせていただきます。
引き続き、
ご支援、
ご協力のほど、
よろしくお願いいたします。

京友禅きもの芸術展後期日程

『2020着物に世界を映す展覧会』 2020年10月16日（金）〜18日（日） 10時〜18時（最終日は16時まで）
京都市京セラ美術館にて開催予定 <入場無料>

全213のKIMONO（振袖と帯）
を一堂に会した初の展覧会を、京都市京セラ美術館にて開催予定です（主催：京都工芸染匠協同組合）
。
開催については美術館の方針に従い最終的に決定されるため、予めイマジンワンワールドホームページ、もしくは、京都市京セラ美術
館ホームページをご確認の上お越しください。
なお、現時点では、事前予約（ネットや電話）により入館者数を制限して開催される方向で準備が進められております。
事前予約をはじめご不便をおかけしますが、
ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。
（お問い合わせ：イマジンワンワールド TEL：03-4520-6960）
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「ＫIMONOプロジェクト」作品紹介

九経連会員様がスポンサーを務めてくださるKIMONOの一部をご紹介します。

No.101

SPONSOR

金子建設株式会社

ベラルーシ共和国
着物

奥野 むつみ

／

帯

新海 佳織

国鳥であるコウノトリが大空を舞い、国民の瞳の色にたとえられる矢車菊、クバーラのお祭りで被る花冠で

全体を構成しました。民族衣装に使われている文様やスラブ神話の文様などの部分は型染で描くことに挑

戦。また、ベラルーシの詩の一節をベラルーシ語で描き、自然と調和して生きる人々の想いも作品に込めま
した。

帯は、繊細なベラルーシ刺繍をメインモチーフとし、矢車菊と亜麻の花で飾っています。裏地には、ベラルー
シの国旗の色を用いて日本の矢絣の文様を織り上げ、日本とベラルーシの友好の証としました。

No.112

SPONSOR

日本郵船株式会社

モザンビーク共和国
着物

佐野染匠

／

帯

おび弘

海岸と海中そして波のデザインをメインとして、陸上と海中を同じキャンバスに描く想像性豊かな作品です。

「太陽の恵み」を意味する赤の地色の中に、シトリンやスターローズクォーツなどの天然石、切手に描かれた
花を配置し、豊かな自然と資源に恵まれるモザンビークを表しています。
帯は、かつてのソファラの港、サンセバスティアン要塞、ナンプラの教会を刺繍と見紛うほどの精巧さで、手
織りで織り上げています。

No.154

SPONSOR

トヨタ自動車九州株式会社

イングランド
着物

関谷染色

／

帯

タケハナ染匠

ゴシック建築の美しいウェストミンスター寺院の内部装飾を大胆に取り入れ、手前にイングリッシュローズ
をふんだんに咲かせて美しく装飾しています。その雰囲気を保ちながら、数々の歴史的遺跡や建物を所狭
しとレイアウトしました。アーサー王の剣はイングランドの持つ威厳の象徴とされています。
帯は、ビッグベン、タワーブリッジ、近衛兵、薔薇、競馬、サッカー、楽器、ロンドンバス、サンドウィッチ、
ティーポット、シルクハットなどイングランドの様々な文化がセント・ジョージ・クロスの上に描かれています。

No.017

SPONSOR

白鷺電気工業株式会社

モロッコ王国
着物

大村 幸太郎

／

帯

服部織物

作者自らモロッコを訪ね、肌で感じ、目で見た風景、出会った人々を作品へ写し込みました。サハラ砂漠から
アトラス山脈、そして地中海までの道のりをそれぞれのシルエットとして描き、出会った人々を各地に咲く
様々な花によって全体を包み込むように描きました。
帯は、モロッコのアラベスク文様を研究し、色目の違う三種類の本金箔を重ねた引箔技法を用い、手織りで
織り上げました。アラビア芸術の美しさが際立つ作品です。

KIMONOプロジェクトのKIMONOは、皆様のご支援によって一カ国あたり200万円で制作されています。
今年度のネイションスポンサーの目標は残り３カ国。ご支援の程よろしくお願いいたします。
すべてのKIMONOを紹介した動画や、写真と解説は公式ホームページにてご覧いただけます。

https://www.piow.jp

※写真と解説は
「Gallery」
コーナーよりご覧ください
お問い合わせは、
（一社）
イマジンワンワールドKIMONOプロジェクト事務局（蝶屋株式会社内）
までお願いいたします。
TEL／0942-34-4711
所在地／〒830-0023 福岡県久留米市中央町31−9
●営業時間／11：00〜19：00
●定休日／毎週火曜日

