
54 風雲！小倉城とはなんだったのか？

第6回 リノベーションスクール @北九州 
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活用
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ス

URBANE ZWISCHENRÄUME WORKSHOP #3 
in Kokura, Japan   2014.03.15.-23.

2014年 日独   都市の間ワークショップ#3「公共空間のリノベーション」 Das Japanische Haus e.V.
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公共空間をリノベーションせよ！

7つのキーワード

チームを作る

アイディアを練る

必要な物をあつめる

イメージを発信する

みんなでつくる

オフィシャルにする

記録する

決行 風雲！小倉城

城攻め体験！大運動会

まちなか体験！リアルRPG

お城でアート！子どもワークショップ

市民陳列室ヴンダーカンマー

風雲！小倉城 とはなんだったのか？

Zusammenfassung auf Deutsch

付録

ライプツィヒ「日本の家」が企画・運営する第３回都市の「間」ワークショップは、舞台を 
日本に移し、2014年3月15日から9日間の日程で第6回リノベーションスクール＠北九州の 
 「公共空間活用コース」として行われた。本ワークショップの目的は、3月21日と22日に 
行われた参加型都市芸術祭   「風雲！小倉城」の実行だった。



ANGRIFF AUF DIE 
ÖFFENTLICHEN RÄUME!

公共空間を
リノベーション
せよ！
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　　  都市の「間」としての公共空間
　

 「都市の『間』」は市民の自発的な活動を支え、 
市民が 都市に参加するためのインフラ 
ストラクチャーである！  

登記社団ライプツィヒ「日本の家」は、都市におい
て市民が自由に使える空間を「都市の『間』」と捉
え、その調査・提案・実践のための日独ワークショップ
を2012年より開催してきた。第３回目となる今回
は舞台を日本に移し、2014年3月15日から9日間
の日程で第6回リノベーションスクール＠北九州の 
「公共空間活用コース」として行い、その成果として3月
21日と22日に「参加型都市芸術祭『風雲！小倉城』」
を実行した。今回のワークショップのお題は、小倉の
まちに存在する「公共空間」を都市の「間」と見立て、

空間のポテンシャルを市民参加型芸術祭というかた
ちで引き出し、使い倒し、公共空間の使い手である市
民とオーナーである行政にその活用の可能性を示す
ことだった。

小倉の歴史と公共空間
　小倉には実に豊かな空間的バリエーションと歴史
をもった公共空間が存在している。小倉のシンボルと
して親しまれ、春には花見客で賑わう小倉城は、かつ
て九州の戦略的拠点であり長州征伐の戦いの舞台と 
なった。魚町を始めとする商店街は戦国から江戸期
に形成された城下町の構造を今に残し、歩いて楽しい
「コンパクトシティ」を体現している。地域住民がしば
しば催し物を行う常盤橋は、長崎街道や門司往還な
ど重要な街道の起点で、シーボルト、南蛮渡来の品々
や白象もこの地を通って京や江戸へ向かった。「北九
州の台所」として買い物客で賑わう旦過市場は大正
期から自然発生的に形成されてきた歴史を持ち、いま
でも「闇市」のような雑多な雰囲気を残している。これ
らの公共空間は、都市に根付き、市民に開かれ、日常
的に人々が出会い活動する空間であり、市民生活の
土台となっている。

公共空間の
リノベーション
に挑む

60年代の商店街

日本 Japan

東京 Tokyo

大阪 Osaka

福岡 Fukuoka

小倉南

八幡東

八幡西

門司
若松

小倉中心街
Kokura

北九州市 Stadt Kitakyûshû福岡県 Präfektur Fukuoka

小倉北区 Kokurakita-ku
人口：181,849 人（2014年）
面積：39.28k㎡

戸畑
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出典： 国税庁

出典： 国勢調査

小倉と「リノベーション」
　現在、小倉には新たな試練が降りかかっている。80
年後半をさかいに北九州の主産業だった重工業が
衰退し、人口が減少に転じた。新幹線や高速道路
の整備によるストロー現象で福岡市に経済力を奪わ
れ、2000年代の10年間で小倉駅前の路線価は最大
３分の１にまで下落。郊外化も進行し、小倉中心部に
はじわじわと衰退の影が忍び寄っている。2008年の
小倉北区の空き家率は18.1％で全国平均（13.1％） 
を上回っている。小売業が主産業である小倉にとって、 
中心市街地の空洞化は致命的だ。その危機感から、 
北九州市は2011年に「小倉家守構想」を策定し、 
市内の遊休不動産の再生を図ってきた。ここでキー
ワードとなったのが「リノベーション」である。それは
空間を綺麗に改装すること（だけ）ではなく、残され
た空間から今までになかった先進的な事業や活動を
生み出す「リ・イノベーション（再・革新）」の活動 

である。これまで「小倉家守構想」を実現するため「リノ
ベーションスクール」が5回開催され、空き店舗を中心
に再生が行われて来た。

「公共空間」の「リノベーション」
　一方、都市の魅力を根本からつくりなおしていくた
めには、市民が日常生活をおくる都市空間そのもの
の「リノベーション」に挑んでいく必要がある。小倉
という都市は、前述のとおり魅力的で特徴的な公共
空間であふれている。これらの空間は、市民がまちを
感じる、まちを知る、まちに参加する、そしてまちを 
「つくる」上で非常に重要な土台となっている。空間 
の特徴を最大限に活かし、これまでにない斬新なア
イディアを実践すること。そのことでまちと人々の関
係に「リ・イノベーション」を起こすこと。これこそが 
我々の目指す「公共空間」の「リノベーション」の姿だ。

　.. .さぁ、遠くから太鼓と鐘の音が聞こえてきた。 
小倉のまちに革新的な「風雲」を呼びおこす、「風雲！
小倉城」のはじまりはじまり...
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15 16 1917 20

9日間コース
スタート

4 日間コース
スタート

18

参加

北九州演劇フェスティバル
2014

「思い描けば、そこが劇場に。」

準備期間

 2014年 第6回リノベーションスクール@北九州

公共空間活用コース
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・ 城攻め体験！大運動会
・ お城でアート！子どもワークショップ
・ ぶっちゃけトークライブ（シンポジウム）

・まちなか体験！リアルRPG

21 22
3
23

最終発表

２日目

１日目





SIEBEN 
SCHLAGLICHTER

   つのキーワード7
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リノベーションスクールと公共空間活用コース

 2011年夏、北九州市の都市政策のもと空間資源を活用して日本社会
と地域の諸問題を解決するためのエンジンとしてリノベーションスクール
は始まった。半年に一度、6回目を重ねている。これまでスクールで対象
としていた空間資源は低利用・未利用の遊休化した民有の土地・建物。
受講生がユニットを組み、ファシリテーター役のユニットマスターととも
に四日間で再生事業計画を練る。これまで全国から300名以上の受講
生を受け入れ、すでに10件程度の実案件化がなされるなど着実に実績を
あげている。

　ただし、遊休化しているのは民有の土地・建物のみならず、歩道・道路・
公園・公共施設等々、公有の土地・建物も同様だ。これら公共空間を空
間資源とみなし自走性が高い活用を試験的に試みる。これが「公共空間
活用コース」の趣旨である。初回である今回は小倉城をメインとした歴史・
文化を切り口とした空間資源活用の実践的試みである。リノベーションス
クールという場に、共通の問題意識をもつ受講生が集まった。

徳田光弘（九州工業大学・准教授
リノベーションスクール@北九州代表、株式会社北九州家守舎取締役）     
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TEAM 
BILDEN
Im Rahmen der Renovation School 
hat das Japanische Haus 
einen interdisziplinären Workshop 
angeleitet.

新たな試みには、新たなチームが必要だ。「風雲！小倉城」
という試みは、行政、住民、地域団体という地元のアクター
と、ライプツィヒ「日本の家」という外部のアクターが出会う
ことで生まれた。この出会いを可能にしたのが、地元に太い
パイプを持ちつつ外部のアクターを結びつけたリノベーショ
ンスクール＠北九州というプラットフォームであった。 

リノベーションスクール
＠北九州

地域住民 / 地域団体 / 行政

協力
企画
運営（TMO）

受講生
（9日間 / 4日間コース : 計18名）

参加
招聘

公共空間
活用コース北九州市 など サポーター

メディア・建築・アート関係

＋

リノベーションスクール
＠北九州

地域住民 / 地域団体 / 行政

協力
企画
運営（TMO）

受講生
（9日間 / 4日間コース : 計18名）

参加
招聘

公共空間
活用コース北九州市 など サポーター

メディア・建築・アート関係

＋



小倉の街に閑静な佇まいを残す森鴎外の旧居を訪れ、史料を読み込み
イメージを膨らませました。とても心地のよいお庭が旧居にありましたの
で、この空間は絶対活かしたいと思いました。他のミッションでは身体を
動かす「動」のイメージに対し、旧居では「静」の空間を楽しんで頂くこと
を心掛けました。

嶋田 康亮（9日間コース受講生）

軸にあったのは、そこに住む人がつくる素敵な生活空間をお客さんに認知
してもらうこと。これをテーマに、フィールドとなる旦過市場を松本清張に
なった気分で練り歩き、「ここぞ！」というポイントを隈なく記録していきま
した。企画自体は、魅力を感じたポイントを巡るスタンプラリーを採用し
たのですが、各ポイントに設置する看板やスタンプのイメージは、その店舗
の方のお話を聞くことでイメージを膨らませ、内容をつくっていきました。

横田 直也（9日間コース受講生）

12 ７つのキーワード

IDEEN 
ENTWICKELN
Die Teilnehmer haben mögliche 
Veranstaltungsorte besucht,  
diskutiert und die Abläufe geprobt.

　 知る
いくども足を使って現場を見に行き、空間を知ることでイメー
ジをふくらませた。また地元の人に話を聞いたり資料を読む
ことでアイディアを歴史や文化に接続させ、企画に深みを
持たせた。

　 考える
 「まちなか体験！リアルRPG」は、9日間コースの受講生4人
のそれぞれが一つづつミッションを担当し、各人が責任を 
持って企画を練って実現させた。適宜チーム全員でミーティン
グを行い、話し合いの中でアイディアを深化させていった。

　 試す
可能な限り実際の空間でアイディアを試した。特に「城攻め
体験！大運動会」は、大の大人がお城でパラシュートや大玉
で遊んでみることで、ゲームのアイディアやルールが具体的に
決まっていった。
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MATERIALEN 
SAMMELN
Ziel der Vorbereitungen war es 
möglichst wenig einzukaufen und 
stattdessen auszuleihen. 

「風雲！小倉城」は合計2日間という短期間のイベントだ。 
その後のことを考えると、無駄なものはなるべく買わず、借り 
たり不要品を再利用することが環境的にも経済的にも望ま 
しかった。市場から出るダンボール、小学校の備品、空き家
にあった着物や劇団から借りたかつらなど、まちを歩き回り 
人的なネットワークを駆使することでモノを集めていった。 
その過程が、新たなネットワークを作り、広報にもなった。

モノ集めと人的ネットワーク 

　関東から北九州・小倉へやってきてまだ数ヶ月程度の自分は、持ってい
る総てのネットワークを活用してモノを集めた。自分の属する北九州家守
舎の上司のネットワークは勿論のこと、上司のお父さんの姪っ子の方（他
地区の小学校の図工の先生）、そのつながりで教育委員会の方、家守舎
のある中屋ビルに入居しているアーティストたち、中屋ビルの雑貨屋さん
に時折訪れる小笠原藩の末裔の老夫婦の方、顔見知りになった商店街
の飲食店の方や邦楽器店の方、市場の空き物件をリノベーションしてス 
コーン屋を始めようとしていた方（本業が造園屋さん）、同僚が紹介してく
れた、やはり小倉に来て間もない北九州芸術劇場の職員の方…等々であ
る。今回の企画を介して、ネットワークがさらに広がり、例えば、芸術劇場
主催のまちのパレードへの参加も実現した。とはいえ、時間のない中で、
新鮮な人間関係を丁寧につくりながら、そのモノにたどり着くのは難しい。
また、どうしても人づてに手に入らなかった「中古リアカー」は、ネットオー
クションで落札し、兵庫県まで取りにいった。

渡邉 曜（株式会社 北九州家守舎）     
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AUFMERKSAMKEIT 
BEKOMMEN
Mit performativen Umzügen 
durch die Stadt, dem Verteilen von 
Flyern, einer Radiosendung und 
durch Soziale Medien wurde für das 
Projekt geworben.

私自身、準備段階では「公共空間のリノベーション」に対するイメージは 
曖昧でした。転機になったのは、本番一週間前に様々な衣装に身を包み、
大きくかけ声を上げて街を練り歩いたことです。すれ違う人たちが驚きと
好奇に満ちた目で私たちを眺めるのを見て、「これはきっと今までにない
ものになる」という確信を持つと同時に、それを作り上げていくのは自分た
ち自身なのだと感じました。

古田 紗知子（サポートスタッフ・日本の家）

何より大きかったのは自分のリノベーションに対する意識が大きく変わっ
た事です。公共空間のリノベーションとはつまりそこで暮らすヒト、路行く
ヒトの「意識」を変える事。今までそこに無かったものを提供する事だと考
えました。街中を忍者の衣装で練り歩き、楽器を奏で... 道行く人たちから 
「何があるの？」と言われるとたまらなく嬉しかったです。

奥平 大（9日間コース受講生）

　 練り歩く
メンバーが仮装し、のぼりを掲げ、鍋や柄杓を打ち鳴らしな
がら市内を練り歩き、チラシを配った。準備期間中にこれを
何度も繰り返すことで、最初はあっけにとられていたまちの
人々にも次第に「風雲！小倉城」が認知され、情報が拡散さ
れていった。またこのような練り歩きによって「仕掛ける側」
にも一体感が生まれ、「自分たちが何をするのか」を共有し
ていった。

　 訪ね歩く
近隣の児童施設と商店街、特にリアルRPGでお世話になる
店舗に出向き、説明しチラシを手渡した。直接会うことで信
頼関係が生まれていった。

　 メディアをつかう
ローカルラジオに出演し、その後テレビ、新聞にも取り上
げられた。またWEBとFacebookにライブの情報と自作の
CMなどをアップした。
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空き家でのものづくりって最高。置きっぱなしになっていた日用品や装飾
品を無理やり活かそうとすることによって、その場に集った人たちと「これ
なんかどう？ どう使おうか？」という会話が生まれ、そこで新たな縁が生ま
れた。同時に、これら宝物の有効的かつ面白い使いかたを見出すことがで
きれば無駄な買い物はせずに済んだし、余計なゴミも抑えられた。今回僕
らが使わせてもらった空き家「アタゴ書店」と元デパートの「中屋ビル」は、
制作のための道具・材料・場所・人とのつながりといった必要なものほと
んどすべてを提供してくれた、そんな空間だった。

安藤 智哉（サポートスタッフ・北九州市立総合療育センター勤務）     

「風雲！小倉城」はお金も時間も限られたプロジェクトでしたが、簡単に時
間をかけず、それでいて子供たちの好奇心をかきたてるような楽しい仕掛
けを自分たちで手作りすることができました。それは物づくりが好きな人た
ちがあつまり、各々の経験をもちよったことが大きいです。元教師の習字
の腕、陶芸家の手先の器用さ、息子の学芸会でハリボテを作った元建設
技術者の経験などなど、それぞれの方の「得意」をお借りすることで、「風
雲！小倉城」の世界観を表すアイテムがつぎつぎに生まれていきました。

北川 夏子（サポートスタッフ・建築設計事務所勤務）

まずとりかかったのは、まちの練り歩きに使うのぼりだった。
生地を切り取り、ペンキで文字を書いた。その後ハチマキ、 
パラシュートと発射装置、看板、刀、ハンコ、巨大はりぼて
に至るまで、ほとんどすべての道具を自分たちで制作した。 
限られた予算の中でも、工夫すればそこら辺に転がっている
材料（ダンボール、木、新聞紙、墨汁、ビニール袋など）で 
出来てしまうものなのだ。これぞ真のクリエイティビティ！

GEMEINSAM 
BAUEN
Bis spät in die Nacht wurden  
die urbanen Aktionen zusammen 
vorbereitet.
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FORMALITÄTEN 
KLÄREN
Die Aktionen in öffentlichen  
Räumen wurden mit den Behörden 
und Eigentümern abgestimmt.

「風雲！小倉城」の舞台になったのは、小倉の様々な公共空
間である。公共空間をつかってイベントを行うには使用許可
が必要だ。いくら良いアイディアがあっても、いくらやる気の
あるチームが出来ても、許可を得てイベントを「オフィシャ
ルなもの」にしなければ、イベントに参加できる人が極端に
限られてしまう。それぞれの空間を管轄する役所に掛け合
い、企画書と必要書類を揃え、説明し、申請する。地味だが、 
ある意味で一番大切な作業だった。

足をつかって得た使用許可

　「風雲！小倉城」開催にあたっては、公共施設管理者との使用許可
取得、関係団体との調整を担当しました。特に使用許可の取得につては、
各施設の管理部局が4部局と2つの指定管理者にまたがっているため大
変苦労いたしました。「風雲！小倉城」の内容が最終的に決まるのがリノ
ベーションスクール開始以降になるため、正式な請書の提出が本番1週
間前になるという綱渡り的な状況でした。許可が無事降りたのは、公共
空間活用コースの開催が決定した 2013年9月時点という早い段階から
北九州市の各部局との使用許可をめぐる交渉を始めた結果です。最初
は内容が全く白紙状態ですからまともに取り合って頂けませんでしたが、 
公共空間活用コースの意義やイベント内容が固まって行く都度説明に 
伺ったところ、ようやく12月に仮押さえを認めて頂きました。このように
足しげく訪問し「風雲！小倉城」の取り組みと私たちの思いをご理解して
頂いたことが、無事に許可をいただけた最大の原因だと思います。

二宮 啓市（北九州まちづくり応援団株式会社）

森鴎外旧居

紫川周辺

小倉城
（城内）

小倉城
（天守閣前広場・大手門前広場）

商店街

常盤橋京町広場

北九州市産業経済局観光コンベンション課
指定管理： 北九州まちづくり応援団

北九州市建設局東部整備事務所

北九州市市民文化スポーツ局文化振興課
指定管理： 北九州森鴎外記念会

北九州市建設局水環境課

各商店街組合、北九州市産業経済局商業振興課

小倉北区役所総務・企画課

場所 管理
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22 ７つのキーワード
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DOKUMENTIEREN
Der Workshop wird als Test einer 
Stadtentwicklung betrachtet und 
wurde umfangreich dokumentiert.

「記憶」「発見」「創造」･･･記録という行為はこの各段階で意味を持ち、 
 どこを主眼にするかは記録媒体の選択にも関わるように思います。渦中で
は気付けなかった行動・表情・空気等から何かを発見し直す映像、内面
を言語化する記述。「記憶」と「発見」を共有して次の実践を「創造」する
「記録のデザイン」も、さらに探索する余地のある領域でしょう。

古川 柳子（サポートスタッフ・明治学院大学文学部芸術学科教授）

時々、ビューファインダーから目を離して、腰を伸ばして、自分の目で周囲
を眺めてみることが大切。撮っている時、とりわけ動く被写体を追う動画
だとビューファーの中の動きだけに集中してしまうもの。けれどその時、レ
ンズの画角以外の所=例えば真横だったり、後ろだったりが見えなくなって
いる。見えないものは写さない。写さないものは記録に残らない。現場は
いつもドタバタしているけれど、だから「一息つく」が大事になる。

真々田 弘（サポートスタッフ・フリーランスディレクター）

「風雲！小倉城」はプロのイベントプランナーではない市
民らが集まり、試行錯誤を重ねながら主体的に「まち」で 
「こと」を起こした。この点で、イベントであると同時に、 
 一つの社会実験でもあった。この実験プロセスを記録し、
分析が可能なようにすることで、これからのまちづくりのヒ
ントを取り出せる。今回は冊子づくりとともに、２人の報道
のプロにご協力いただき、客観的な視点から映像のドキュメ
ンテーションを行った。





LOS GEHT’S!

決行
風雲！
小倉城
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「戦いの空間」の体験
　小倉城はまちの中心にあり、観光客や花見客などで賑わう緑豊かで
平和な公共空間だ。しかし本来は武士たちが築きあげた九州の要塞で
あり、幕末には高杉晋作率いる奇兵隊と幕府軍の戦いの舞台となった。
1866年に焼失したため現在の天守閣は1959年に再建された鉄筋コン
クリート造だが、そびえ立つ石垣、鉄砲狭間、大手門奥の急斜面、攻め
手を迎え撃つ高台など、戦いのために合理的に設計された空間であるこ
とが今でもよく分かる。
　今回の「城攻めゲーム」の目的は、「戦いの空間」としての小倉城を
子どもたちにもう一度体験してもらうことだった。鉄砲狭間からはパラ
シュートが発射され、急な斜面を大玉を転がしつつ駆け登り、死角に
潜む忍者をかわすと、その先の高台には忍者のバケモノが待ち受けて
いる...教科書や展示で見て学ぶだけでなく、体を動かして城を「攻める」
ことで身体と空間を接続し、歴史と建築に改めて興味を持ってもらう。
こうして子どもたちの空間体験をリノベーションした。

ファイナルステージ
とらっちゃを救え！

Mit verschieden Spielen wurden die räumlichen Besonderheiten der Burg 
von den Kindern erobert.

KINDER 
STÜRMEN 
DIE BURG!

巨大忍者を倒せ！
狭間でキャッチ！

忍者シューティング！

忍者大玉をかわせ！
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Mit verschieden Spielen wurden die räumlichen Besonderheiten der Burg 
von den Kindern erobert.





お城にはよく来てたけど
こんなふうに楽しめるなら
また来たい！



西小倉駅

中央図書館

北九州
市役所

リバーウォーク

小笠原庭園天守閣

長崎街道

室町室町室町室町室町室町

大門大門大門大門大門鋳物師町鋳物師町鋳物師町

ザビエルの「楽園計画」
久しぶりに長崎街道を通ってやってきた伝道師ザ
ビエル。しかし「アスファルト・ジャングル」に成り
果てた小倉の姿にびっくり。道路ばっかりで乾き
きった大地に花あふれる楽園を実現するため、彼
の計画が動き出す...

宮本武蔵の「扇道場」
小倉藩に仕え、得意の二刀流で一世を風靡した
宮本武蔵。しかし現代には新兵器が開発され、刀
など時代遅れだと聞き、はるばる過去からやって
くる。果たして新兵器で武蔵を納得させる事はで
きるか。扇を的に、威力を試してみせよう！

最終ミッション「小倉城の謎」
見事5つのミッションをクリアすると、小
倉城に仕掛けられた最後のミッション
のヒントが集まる。鉛筆片手に、小倉城
の謎を暴こう！

黒ラベル

小倉城

0 100 200 300 m

ラクエンツクリマショー！

迎え虎だガオー！

その腕わしにみせてみぃ！

長崎街道長崎街道長崎街道長崎街道

室町室町室町

長崎街道を白象が通り
小倉のまちは大騒ぎ！

「無法松の一生」で
有名になった小倉の人力車

軍医・森鴎外が赴任した
陸軍第12師団は
小倉城跡にあった

小倉の入口だった
今はなき小倉城大門

武蔵が仕えた小倉藩主
小笠原忠真はぬか漬け好き

長崎からやってきた
南蛮人たち

小倉城跡にあった

 「まちなか体験！リアルRPG」と名付けられたこのイベントでは、参加
者たちが地図を片手に小倉のまちを歩きまわり、5箇所に仕掛けられた
小倉の偉人たちをモチーフにしたミッションに挑戦した。その後、小倉城
の最終ミッションに挑むことで「全クリア」を目指した。
　RPGとは「ロール（役を）・プレイング（演じる）・ゲーム」。ドラクエ
などのテレビゲームを思い出す人が多いだろう。これを実際のまちでやっ
てみようじゃないか。小倉のまちは城下町の構造を今に残し、ぎゅっとコ
ンパクトに詰まっている。歩いて楽しく、RPGの舞台にはうってつけだ。
　各ミッションで「キーマン」を演じたのはプロの役者ではなく、行政職
員や地元住民などの市民たちである。役を演じることで、普段とは異なる
かたちでまちに入り込んでいった。小倉に散りばめられた様々な「公共
空間」に歴史的なエピソードを関連付け、ゲームを仕掛ける方も参加す
る方も、まちの魅力と課題を再発見した。「まちなかRPG」は、都市その
もののリノベーション手法だ。

まちなかで「ロールプレイ」　



小倉駅

平和通

井筒屋

新勝山橋

鴎外橋

中の橋

旦過

門司往還

オーガイストリート

魚町
銀天

街

魚町魚町魚町魚町魚町魚町魚町魚町魚町魚町魚町

船場町船場町船場町船場町船場町

馬借馬借馬借馬借馬借馬借馬借馬借馬借馬借馬借

船頭町船頭町船頭町船頭町船頭町船頭町船頭町船頭町船頭町船頭町船頭町

京町京町京町京町京町京町京町

鍛冶町鍛冶町鍛冶町鍛冶町鍛冶町鍛冶町鍛冶町鍛冶町鍛冶町鍛冶町鍛冶町鍛冶町鍛冶町鍛冶町鍛冶町

堺町

シーボルトの「幻の小倉図鑑」
約200年ぶりに小倉を訪れたシーボルト。再び
常盤橋の風景をスケッチしようと画材を取り出し
たはいいが、風景が変わりすぎていてさっぱり分
からない。そこで橋のたもとで現代の小倉図鑑を
改めて編纂することにした...

森鴎外の「弟子入り試験」
現代に蘇った鴎外は、相変わらず小倉で軍医とし
て多忙な日々を送っていた。しかし文学への情熱
が冷めたわけではなかった。現代の優れた俳人を
育みたい。そこで春の小倉を題材に、俳句で弟子
入り試験をすることにした...

松本清張の「ミステリー・ツアー」
現代に迷い込んだ小倉の文士、清張。馴染みの古
本屋に寄ったあと、相変わらず迷路のように入り
組んだ旦過市場を徘徊しているようだ。のこされ
たメッセージを頼りに旦過市場を探検し、清張の
仕掛けたミステリーに挑もう！

常盤橋

鴎外旧居

コクラヲモウイチド！

五・七・五に

思いの丈をぶ
つけてみよ！

コクラヲモウイチド！モウイチド！

私のミステリ
ー

あなたに解け
るかな？

参勤交代の大名行列

鴎外のお弟子さん

魚町の町人

旦過市場へ向かう小舟

清張が足繁く通った
魚町のアタゴ書店

日本初のアーケード
魚町銀天街

清張が足繁く通った
魚町のアタゴ書店

旦過市場

京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町京町

Mit Hilfe einer alten Karte werden die Aktionsorte von den Besuchern aufgesucht.

STADT NEU ENTDECKEN !– „ROLE PLAYING GAME“
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当日本番を迎えるまでは子ども達が五•七•五の俳句を作るのは難しいだ
ろうと予想しておりました。しかし、実際には全く逆の結果が返ってきまし
た。子ども達のほうが大人より自由に楽しく俳句を作っていたのです。大
人が予想した子ども向けの企画ほど当てにならないものはないのかもし
れません。企画段階で止まるのではなく、実行してその反応から学ぶこと
の大切さを子ども達から教えて頂きました。

　　　　　　　　　　　　　　　担当 : 嶋田 康亮

Im Schriftsteller Museum Ôgai Mori wurde die Tradition des Haiku wiederbelebt.

HAIKU !DICHTEN
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絵を描く中で、今まで見た事がなかった場所や注目していなかったような
モノがフォーカスされる事に面白さを感じている方が多くいました。何より、
参加者とスタッフが交流をしながら、作り上げていく作品（絵）が形として
残るというのがこのミッションの面白さなのかなとも感じました。最終的
に仕上げた絵を和綴じの製本にすることができたこと、それを小倉城天守
閣に展示する事ができたことに大きな意義を感じました。　

担当 : 奥平 大

SIEBOLD AKTUALISIERT SEINE 
FLORA & FAUNA JAPONICA

Philipp Franz von Siebold (1796-1866) diente als  
Vorlage für eine Erkundung und Gegenüberstellung  
von historischen stadtlandschaftlichen Szenen  
Kokura’s und der Stadt von heute.



当日即興で場所を作るということもあり、不安もあったがマークとスタッフ
の人たちおかげでスムーズに場所作りが出来た。チラシでお花を作るとい
うミッションであったが、人それぞれ個性的な花ができ、楽しい空間を作
ることができた。当日は天気がよく、黒ラベルでくつろぎながら、黒ラベル
のお母さんに作ってもらった焼きそばを食べたり、常連さんとお話をしたり
もして、いろんな人とこの場所でコミュニケーションを取る事ができ楽しい
一日となりました。

　　　　　　　　担当：佐藤 芽衣

EIN PARADIES AUF DER STRASSE

Mit Hilfe von Farbe, Karton und Pflanzen ver- 
wandelte sich eine verkehrsumflossene Fläche  
in eine grüne Insel.
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黒ラベル

国道199号 勝山通り

JR 西小倉駅→

JR西
小倉
駅→

本来の道路計画

取り壊された建物

   コラム

�ଫ㔛㎩ବஙଫ┮℀ବ୲ᆎᨻୠ

バー・黒ラベルはなぜ残ったのか？
　2000年頃、北九州市は小倉－西小倉間の大規模
な道路計画の実行に着手した。それまで小さな区画
割りであった街区を整理するため、国と市の大規模な
補助金を投入し、当時の室町の住人たちに立退きを
要請した。一件また一件と立退き始め再開発が進む
中、1997年に土地と建物を購入してカラオケバーを
経営していた池上てる子さんだけは首を縦に振らな
かった。「交換条件に西小倉駅前の一等地をくれたら
いいよって言ったんやけど、市がそんなこと出来るわけ
なかったんよね」と度重なる交渉を彼女は笑顔でふり
かえる。「そのうち道路工事が始まって、いざ作り始め
たら別にどかんでもいんやないのってことに気付いた
んよ。ここまで（市から）憎まれたらもういいやろうっ
て今更動く気にもならんでそのままになっとるんよ」

　国からの補助金を得て道路計画を進めていた市は、
期限内で工事を完了させなければならなかった。その
ため、立退き交渉が上手くいかなかったバー・黒ラベ
ルは動かさず、結局は当初計画していた道路を曲げて
工事を進めた。その結果、バー・黒ラベルは小さな島と
なって道路計画の中にぽっこりと浮いた状態で建って
いる。道路開通後も以前の道路であった西側の車道
は、現在「市道」として扱われている。しかしその空間
は実際に機能しているわけでもなく、取り残され、場
所を持て余している。

世界中のアーティストの注目の的
　2008年、北九州市八幡にある現代美術センター・
CCA北九州がドイツ現代美術界を代表する作家トー
マス・デマンドを招聘した。小倉駅からCCAへ向かう
タクシーから「バー・黒ラベル」を偶然発見したデマン
ドは、その建物の佇まいに一目惚れし、作品「Black 
Rabel」を制作した。その後もリクリット・ティラヴァー
ニャをはじめとするCCA滞在の世界中のアーティスト
たちが「黒ラベル」にインスピレーションを受けた作品
を制作している。道路計画の変更によりぽつんと残さ
れたこの場所は、その唐突な建ち方ゆえに、現在では
世界中の現代美術界に注目されている。

道路とは誰のためにあるのか
　この道路計画は1970年代に始まった。まさに高度
成長期のまっただ中にあった北九州において、増加す
る自動車交通をさばき、都市の生産性向上のために新
規道路を建設する機運が高まっていたことは想像に
難くない。しかし道路は一朝一夕にできるものではな
い。皮肉なことに約30年かかって道路を完成させた
頃には、北九州は大きな産業転換期を迎え、市内交通
も自動車から公共交通が見直される時代となっていた。

　今、私たちに必要なのは「道路とは車のためにある」
という常識を捨てることだ。 車が通り抜けるだけの殺
風景な道路から、人々が出会い、歩行者も自転車で走
る人も休憩する人も誰もが楽しめる空間としての「道
路」へ。従来の道路計画の敗北を象徴するように建
つ「黒ラベル」は、新たな「道路」を始めるのにうって
つけの場所だ。未来の小倉の街の風景をちょっとだけ
先取りするため、「ザビエルの楽園計画」が始まった...
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　　　　　　　　コラム
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旦過市場の起源
　大正時代のはじめ、隣接する神獄川（かんたけが
わ）を昇る船が荷をあげ商売を始め、周辺地域の荷
も集るようになって旦過市場が自然発生的に形成さ
れた。水深が浅くなるところで荷揚げが行われ、市場
拡大が続いたことから、河川上に店舗がせり出すよ
うになった。戦争中は市場の機能を果たさなかった
ものの、戦後まず闇市として復活した。市民から「北
九州の台所」と親しまれ地域に根付いた市場である
ことが考慮され、本来であれば違法建築である建物
群も1947年に当時の小倉市長が占用を許可し、その
後福岡県の管理となってからも許可が更新されてい
る。1973年に撤去が通知されるが、貴重な風情を残
すべきとの住民らの声と、複雑な権利問題により、撤
去されずに現在に至っている。

持ち上がる再開発計画とその頓挫
　市民にとって旦過市場の存在意義は大きく、また
戦後の闇市そのままの猥雑な佇まいは地域の特色
となっている。しかし1999年の火災事故では消火活
動が困難を極め、旦過市場の川側約1/3近くが焼
失した。さらに2009年、2010年には相次いだ豪雨
による浸水被害が発生しており、河川改修による治
水対策の必要性が指摘されてきた。そのような経緯
もあり、「旦過第一地区市街地再開発準備組合」が

河川の改修を行ったうえで現状の川の上にせり出す
形を維持した状態の再開発が進められている。しか
し利権者が多く絡み計画は順調には進んでいない。

空間的資源としての旦過市場
　2000年以降、郊外化による人口減少や大型店舗
の郊外進出に直面したが、都心の商業施設の拡大に
伴う飲食業拡大により旦過市場は賑わいを保ってい
る。また2008年には北九州市商学連携商業活性化
支援事業「大學堂」がはじまっている。このように従
来の画一的な整備手法ではなく、歴史・文化的な背
景をもった独自の市場空間を「空間的資源」としてと
らえ、これを維持・発展させるような計画や提案が今
後ますます重要であることは間違いない。
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特に地元の人からですが、「知ってたけど、初めてきました。いいところで
すね。」などと、期待していた反応が返ってきて、この企画の効果を実感
する場面が多々ありました。旦過市場を知っている人も楽しめるように設
定した、「稲荷神社と対峙する般若」や「カナッペ（小倉かまぼこ）」等の
マニアックなポイントがウケた人も。特にカナッペに関してはお客さんが
どんどん買ってくださるので、密かに売り上げに貢献してしまいました(笑)

　　　　
担当 : 横田 直也

„MYSTERY TOUR“  IM TANGA MARKT

Auf dem atmosphärischen Tanga Markt wurden  
Zitate des Schriftstellers Seichô Mastumoto  
versteckt.
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今回は言葉なしのコミュニケーションというアプローチを試みた。クリエ
イティブな作業は、手を動かす作業を通じてモノに対する新たな視点を発
見する可能性を秘めている。子どもワークショップの目標は、子どもたちが 
アートの世界の扉を自分で開くこと。この作品は子どもたちがそれぞれ思
うがままに「部分」を描き、それをつなげていくと大きな蛇になるというも
のだった。材料はまちにある植物や道で見つけた包装紙などだ。大人には
ゴミに見えるものも、子どもたちにとっては作品づくりのうってつけの素材
だった。完成した作品は、小倉城天守閣で一般公開した。

マーク・ハーゼルバッハ （彫刻家・ベルリン在住）

Die Kinder wurden animiert mit Dingen aus der Natur eine gemeinsame Collage zu erstellen.

KINDER 
WORKSHOP 
IN DER 
KOKURA BURG
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ドイツ語の「ヴンダーカンマー」は、現代の博物館の前身ともなっている博
物陳列室で「不思議の部屋」と訳される。自然物も人工物も珍しいものな
ら分野を隔てず一カ所に取集められるのが特徴で、その収集対象も多岐
にわたる。今回は「北九州」をテーマに、ドイツ人彫刻家と建築家が自分
たちの視点でキュレーションを行った。展示物は、北九州を本拠地とする
TOTOをはじめ、商店街で老舗の化粧品取扱い店や写真家の個人収集物、
空き家「アタゴ書店」、地元の小学校など地域の多くの方々のご協力によ

り短期間で実現することが出来た。　　　

フェリックス・ミンクス（建築家・ライプツィヒ在住）
WUNDERKAMMER  
KOKURA

Ein mobiles Kuriositätenkabinett, für welches Dinge  
und Geschichten von Bürgern aus Kitakyûshû  
gesammelt und in Beziehung gesetzt wurden.
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WAS HABEN WIR GESCHAFFT?

風雲！小倉城とは
なんだったのか？



公共空間（施設）は誰のためのものか？この問いに対して「風雲！小倉城」は、  
「使いたい人のためのもの」であることを示した。残念ながら日本の公共空間 
（施設）は皆のためのものであって、誰のためのものでもない。不公平な公平性の
ために規制・規則に縛られてしまっており、使われない・使いにくい公共空間（施
設）で溢れている。でも使い方をリノベーションすれば、城攻め体験で子供達が
見せたような笑顔が溢れる楽しく魅力的な公共空間（施設）になる。そして、そ
んな公共空間（施設）の管理という仕事も、きっと楽しいはずだ。

宮本 恭嗣（株式会社 ENdesign-4）

とにかく
 「やってみる」！
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遠藤 聡（鳥取県・行政職-4）

公共空間の活用と
これからのまちづくり！



自分を
 「リノベーション」
する！

まちを使い倒せ！

⟿୶ฅ୶அ୧㔝ୋஅୠଠᙍᵶ☧୲୶அ୨୬ୖ୵ฌො୦ୋ୯ᣍୋଠ 
ᅿႫଡ଼ୢ୭ୋ୦୧அ୦ଡଫ㦝㢡㵗ᙖᏠବ୮୶ஓஅ୮ᠼ୦ၴ୯ᣍ୪୭
ୋ୦⡴㟒୵ຂୋ᱓୵㊎ங█୍୯ஙᦁஅ୦ଡஓ୶୯୭உᱎ
ୋᦁㅭ୮୦ଡஅ୦୵፻ᎊஙୠஒ୯ୋ୍ணெ௲୶ଠᗿ㡥୲፻ᎊ
ஙⳐ၉ຂ୪୭ୋஒᗿᦁஐ┮அஓஒஉ୵୧୯ଠண௲ே୲ᅿႫ୭ୋ୦୧ୋ
୦ඇⴄ୵ᘀἉஐ᩵ᡓ୭ᦁୟᆎஒ୯၀ᵶஅ୦ଡ㈡୵⒥⪮ங᭒ଡ଼
ଠணெ௲ஙᡇୠஒฌො୦ୋ୯₋ᥳஙᱎ୦୲ୠஒ୯୮
୦ண௲ே୮୦ଡ

太田 亜希代（企画営業職-4） 4: 4日間コース受講生 / 9: 9日間コース受講生



ヴンダー！小倉！

城攻めから始まる
都市のリノベーション

北九州の熱い仲間と
コミュニティー

ヴンダー！小倉！

アートが果たした役割
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古川 柳子（サポートスタッフ・
明治学院大学文学部芸術学科教授）

公共施設の
自由気ままな使い方

規定の枠組みをぶっ壊すこと

自ら責任を
背負った大人たち

「新しくすること」に
変えられないもの



 「風雲！小倉城」が
巻き起こしたもの

 「素人」だってお祭しても
いいじゃない？
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URBANE ZWISCHENRÄUME 
WORKSHOP#3 !in Kokura, Japan

ZUSAMMENFASSUNG 
Die „Renovation School“ Kokura organisiert eine in Japan 
einzigartige Workshopreihe, welche sich hauptsächlich mit 
leerstehenden Gebäuden aber auch öffentlichen Räumen 
beschäftigt. Für diesen Ansatz kommen Stadtplaner, Archi- 
tekten und Vertreter der Immobilienwirtschaft bzw. Eigen- 
tümer zusammen. Das Japanische Haus leitete einen Work- 
shop an, der auf die öffentlichen Räume in Kokura fokussierte.  
Ein Hauptziel war dabei, durch verschiedene Aktionen im 
öffentlichen Raum die Bürger mit der Stadt anzunähern  
und das Bewusstsein und Nachdenken für bestimmte Orte  
und deren Potentiale zur Stadtentwicklung aus Sicht der 
Einwohner zu wecken.

KINDER STÜRMEN DIE BURG!
Die Kokura Burg ist das touristische Wahrzeichen im 
Zentrum der Stadt. Als öffentlicher Raum wird sie 
jedoch nur zu üblichen bzw. musealen Zwecken ge- 
nutzt. Die spielerische Erstürmung der Burg durch  
die Kinder zeigte auf, dass die Burg eigentlich ein 
historisches „Schlachtfeld“ darstellt.

STADT NEU ENTDECKEN–  
„ROLE PLAYING GAME“
Auf Basis eines Spiels wurden Stadterkundungen orga- 
nisiert. Auf Grundlage einer historischen Kartengrund- 
lage konnten Orte aufgesucht werden, an welchen ver- 
schiedene Programmpunkte die Besucher erwarteten. 
Diese wurden von den Teilnehmern des Workshops er- 
arbeitet und betreut. Die Stadt diente als Hintergrund 
für reale Rollenspiele (RPG), welche gerade für Kinder 
und viele Erwachsene in Japan als Computerspiele sehr 
beliebt und vertraut sind.

HAIKU DICHTEN
Die Besucher konnten mit ihrem eigenen Haiku den 
Augenblick oder einen Gedanken  festhalten. Erstaun- 
lich war wie unvoreingenommen die Kinder mit dieser 
alten Form umgingen.

SIEBOLD AKTUALISIERT  
SEINE FLORA & FAUNA JAPONICA
Der in ganz Japan bekannte Arzt, Japan- und Natur- 
forscher Philipp Franz von Siebold (1796-1866) diente als 
Vorlage für eine Erkundung und Gegenüberstellung 
von historischen stadtlandschaftlichen Szenen Kokura’s 
und der heutigen Situation. Die von ihm gezeichneten  
Szenen an der Tokiwa Brücke zeigen deutlich wie histo- 

 
rische Blickrichtungen z.B. auf die Burg durch neue Ein- 
kaufszentren, Industrieanlagen und Hochautobahnen 
verstellt und dadurch auch die Identität der Stadt ver- 
ändert wurde.

EIN PARADIES AUF DER STRASSE
Die städtebauliche groteske Situation eines von Straßen 
umgebenden kleinen Hauses bildete den geeigneten 
Hintergrund für eine Art „guerilla gardening“ Aktion: 
eine grüne Insel im Verkehrsfluss lud zum Verweilen ein 
und öffnet die Augen für eine einfach zu verbessernde 
Gestaltung unserer Umwelt: asphaltierte Flächen sind 
nicht ökologisch sondern auch optisch problematisch. 

„MYSTERY TOUR“ IM TANGA MARKT
Auf dem halb über dem Fluss errichteten Tanga Markt 
kann man noch eine spezifische Atmosphäre des alten 
Japans spüren. Hier wurden spielerisch Zitate aus einer 
Geschichte des bekannten Schriftstellers Seichô 
Mastumoto aus Kokura versteckt, welche jeweils Hin- 
weise auf einen anderen Ort im Markt bereithielten. 

KINDER WORKSHOP IN DER KOKURA BURG
Unter Anleitung des Bildhauer Marc Haselbach wurden 
Naturdinge aus dem Park der Burg gesammelt und zu 
Collagen verarbeitet. Dabei wurden zuvor Teile einer 
Gesamtform z.B. einer Schlange festgelegt, innerhalb 
welcher sie sich bewegen durften. Im Ergebnis konnten 
die einzelnen Collagen zu einem ganzem kombiniert 
und in der Burg präsentiert werden. 

WUNDERKAMMER KOKURA
Für die Wunderkammer in Kokura wurde eine tempo- 
räre Bürgersammlung aufgebaut. Ein kleines mobiles 
Kuriositätenkabinett, für welches wundersame Dinge 
und Geschichten von Bürgern aus Kitakyûshû für das 
temporär und partizipativ angelegte Projekt bereit- 
gestellt wurden. Ergänzt wurde die offene Sammlung 
wurde durch gesammelte Objekte aus verlassenen 
Häusern und Flohmärkten. Ausgewählt wurden Objekte 
und deren Geschichten, die über das Leben in der  
Stadt und Region in Kitakyûshû erzählen. Dabei wird 
die Wunderkammer als eine Art Archiv der Stadt ver- 
standen, welches von persönlichen Erfahrungen, Haus- 
haltswaren des alltäglichen Lebens, bis hin zu Familien 
stücken reicht und somit über die Identität der 
Menschen in ihrer Stadt berichtet. Präsentiert wurde 
die- auf einem alten japanischen Handkarren montierte 
Kammer- u.a. in den überdachten Einkaufstraßen 
Kokuras und persiflierte damit nicht zuletzt die Schnell- 
lebigkeit der Konsumgesellschaft.
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集え、挑戦者 たちよ！小倉をとりもどせ！


