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イルカの空中散歩
〜福岡・博多をまなぶ編〜

今回は福岡編ということで私、村上
が、お子様から大人の方まで楽しめる
博物館をご紹介いたします(^^)
やって来たのは工場のような建物の
こちら！

皆さまご搭乗ありがとうございます
ありがとうございます。
村上です♪今月は私がおとどけします
がおとどけします（・―・）/
あっという間に今年も５ヶ月が過ぎ
ぎ、もう 6 月…。
梅雨にもマケズ今月も張りきって行
行きましょう！

ここハクハクは、地域の催しや子ど
も会、海外からのツアー、また学校
単位で利用されることも多いそうで
す。
館内は大きく 5 つのゾーンに分かれ
ています。

工場見学です。ふくやさんでは、
次に工
この博物館
博物館ができる以前から工場見
学はされていたそうです
はされていたそうです。明太子の
製造工程
製造工程の流れを見たり、計量体験
ゲームをすることも
ゲームをすることもできます。
工場内の様子

はじめに
はじめに向かったのは、ミュージアム
です
です。ここでは、①祭②食③工芸の流
れ
れで紹介してあります。
祭 は、博多祇園山笠、博多どんた
くなどの
くなどの歴史を紹介してあります。
このコーナーの
このコーナーの一角で、山笠が飛び出
して
して見える３D 映像が放映されてい
ます
ます。もちろん私もみましたよ〜！

あの有名な明太子の『ふくや』さん
がプロデュースしている、博多の食と
文化の博物館 HAKU HAKU（ハクハ
ク）です。
ここは、2013 年 4 月 23 日に OPEN
し、3 年目に入ったそうです。
「どう
りでキレイなわけだ！」と思っていた
のですが、この建物自体は平成 6 年か
迫力が
ら工場としてはあったそうです。
あります！
そこを、 博多の食と文化をもっと知
ってもらいたい と、１階部分を改装
し、できたのがこの博物館です。
ここではその名のとおり博多の美味
しい食べ物や、昔から伝わる文化など
を知る事が出来ます（*^̲^*）
まさに、この博物館で博多の全てがわ
食 では、辛子明太子や博多ラー
かるのです！！
メン、もつ鍋など博多の美味しいも
さっそく中へ…
と、その前に、入口横にひときわ大き のを、屋台めぐりをしているような
感覚でみることができます。
なテントが。
。
。
テントの中をの
これらだけではなく、うどんやそば、
ぞいてみると、大
ようかん
か
饅頭や羊羹 も博多生まれなんで す
きな 舁き山 が
よ！！ビックリ(・O・)
展示してありま
した！
これは実際に博
多祇園山笠で担
がれるものと同
じ大きさで、ふく
屋台のおじさんが色々
教えてくれます♪
やさんのオリジ
ナルだそうです。
工芸 では、博多織や博多人
奉納するために飾られる山笠(飾り山)
形などが展示してあります。
は、シーズンになるといたる所で展示
工芸品や美術品はどれも美し
か
く、心が落ち着きます。
されますが、舁き山の展示はすごく珍
しいそうです。近くで見ると迫力があ
博多織
ります(・O・)
そして博物館の中へ…
この建物は、いたる所がバリアフリー
になっていてとても開放感がありま
す。

時間内
時間内に
計測して
して
容器へ！

体験工房（予約制）では、ｍｙ明太子を
作ることができます
ることができます！体験時間は約
30 分。
。子ども会や学校の行事、会社
の研修などで
などでの利用も多いそうです。
ｍｙ明太子
明太子…自分で漬けた明太子が食
べられるなんて
れるなんて嬉しいですよね！お子
様の食育
食育にも良いでしょう。
この他にも
にも、明太子を使った軽食が食
ショップがありま
べられるカフェや、シ
べられるカ
す！ここでは
ここでは、ふくやさんの明太子は
もちろんですが
もちろんですが、ここでしか買えない
グッズがありますよ
グッズがありますよ（＾О＾）/
そして何
何といっても、このショップの
一角に、
、明太子の食べ比べコーナーが
あるんです
あるんです！

ここで味見をして、お気に入りの明
ここで
太子を
を購入できるというわけです
ね。辛子明太子
辛子明太子、辛くない明太子、
クラゲ
クラゲ入り、数の子入り….たくさん
あって
あって迷ってしまいますね(笑)
ここ、 ハクハク は博多のすべてが
わかってしまう
わかってしまう嬉しい楽しい博物館
でした
でした！
ぜひ、お友達やご家族でお出かけく
ださい
ださい☆

ふくや
ヒストリーコーナー

博多の食と文化の博物館 ハクハク
■所在地/福岡市東区社領 2-14-28
まで）
■営業時間 /10:00〜17:00（入館 16:30 まで
■休 館 日/毎週火曜日(祝日の場合は翌日休館
翌日休館)
年末年始＊別途施設メンテナンスなどで
メンテナンスなどで休館になる
場合もあるので HP 等でご確認下さい。
■入 館 料 /大人(中学生以上)：300 円
小学生以下：無料
■お問合せ/117117hakuhaku@fukuya.co.jp
/117117hakuhaku@fukuya.co.jp
TEL: 092-621-8989
ハクハク

運送部

西田はづき

創業当時のふくやの
店頭を再現したコー
ナーが設けてありま
す。
明太子の誕生の歴史
などを見ることができます
ることができます。当時は、明太子だけで
はなく食料品を扱う商店
商店だったようですね☆
日本に 明太子 を広
広めた創業者、川原俊夫氏の人
物史や当時の写真や遺品
遺品が展示してあります！

のつぶやき

はーちゃんと
皆さま こんにちは！
呼んでください!!
運送部の西田はづきと申します(*^̲^*)
昨年の１２月に入社しました、運送部
私は、天草出身で、大好きな海の幸
幸をたくさん食べて育ちました（＾-＾）
大学時代は長崎に住んでいましたが
んでいましたが、昨年、地元に戻って参りました！！
これから、皆さまに楽しくみぞか号
号にご搭乗いただけるように、精進したいと思
思います。
そして！！つぶやき・・・ということで
つぶやき・・・ということで、私の天草の好きなところをご紹介させていただきます
させていただきます。

それは、きれいな夕日です！！
通勤時や休みの日などよく車で海岸線を通るのですが
るのですが、天気がいい日
私の実家は海の目の前で、また通勤時
の夕方にはとてもきれいな夕日を見
見ることが出来ます！その夕日が空の色も変えてくれるので
えてくれるので、
「海外みたい！」と思ってしまったりもします・・・
ってしまったりもします・・・笑
紺色とオレンジ色のグラデーションだったり
のグラデーションだったり、空がピンク色に染まります。太陽
太陽がくっきり見えるとき
には、水平線に濃いオレンジ色の線
線が入ってとても感動します！！
雨が多くなる季節ですが、天草には
には夕日がみられるスポットも
ありますので、ご滞在の間にぜひきれいな
にぜひきれいな夕日鑑賞はいかがでしょうか。
それでは、運送部の西田でございました
でございました（*^̲^*）
あまり写真を撮らないので、上手く
く撮れませんでした・・・(；一̲一)

AMX INFORMATION
★天草 寿司か肉 日帰りモニターぷらん
りモニターぷらん
天草 寿司か肉 2DAY モニターぷらん
★天草 海鮮グルメ 日帰りモニターぷらん
りモニターぷらん
天草 海鮮グルメ 2DAY モニターぷらん
★﨑津協会集落ゆったり散策日帰りぷらん
りぷらん
すべてのぷらん
大人１名様 9,800 円(税込)
※除外日：8/7(金)〜8/18(火)定員数に
に達した場合終了となります。
※ 2DAY ぷらんに関しましては、宿泊代金
宿泊代金は含まれておりません。

★女将おすすめ！天草ヘルスツーリズム
ヘルスツーリズム！宿泊モニターぷらん
１泊３食
食/2 名以上 1 室利用の場合
大人１
１名様 19,800 円
※除外日：8/7(金)〜8/18(火)定員数に
に達した場合終了となります。

■詳しくは天
天草エアラインのホームページをご覧ください！

天草エアラインの
お得な商品プラン

