2013 年 10 ⽉

敷地内にマンモグラフィ検診⾞を誘致、
昼はアーティスト達による無料ライブ、夜は公園内をピンクにライトアップ

■イベント名：「ワンナイツ・プロジェクト・福岡ピンクリボン 2013」
■⽇時：2013 年 10 ⽉ 4 ⽇(⾦)〜6 ⽇(⽇) の 3 ⽇間

ALL FREE

12：00〜23：00（23 時まで公園内ライトアップ） ※荒天中⽌
■場所：天神中央公園（住所：福岡市中央区天神 1-1 市役所前）
■主催：The One Nights Project
■URL http://www.one-nights.com/

■The One Nights Project とは
「家族の⼤切さを考えるＰＲ」「地域の活性観光事業」「⾒に⾏きたい⾳楽イベント」を融合したイベントを開催し、総合かつ⼀体的に地域経済の推進をする。全国から
観光客の来訪及び滞在の推進、宿泊回数や滞在⽇数の拡⼤、２泊３⽇以上の滞在型観光を促進する観光圏を形成することを⽬的とし「参加する⼈たち」「訪問す
る⼈たち」「地域に住む⼈たち」へのコミュニケーションの場を提供する事を⽬的としたプロジェクトです。（The One Nights Project は、毎年開催されております「ミュージ
ックシティ天神」とは違うプロジェクトです。）

■イベント概要
2012 年 9 ⽉ 29 ⽇〜30 ⽇に「The One Nights Project Fukuoka Pink Ribbon 2012」（第 1 回）を開催し、全国より多くの来場者がありました。
⽇本⼈の 16 ⼈に 1 ⼈が乳がんになる時代、福岡県の乳がん検診率は９.７％（平成 22 年度）と⾮常に低迷しています。「乳がん」は、早期発⾒すれば完治も期待
できる病気です。FUKUOKA ピンクリボン実⾏委員会とともに、乳がん検診率の推進を通して「家族の⼤切さ」をテーマとします。このプロジェクトが啓発の⼀端を担うことが
できればと願います。
10 ⽉は 世界中でピンクリボン⽉間とされ、世界の有名な建造物や名所を同時にピンクにライトアップし「乳がんの早期発⾒の⼤切さ」をアピールする世界規模のキャンペ
ーンが⾏われています。福岡でも昨年から天神中央公園をピンクにライトアップし、現地にはマンモグラフィ検診⾞を置き、ステージ上からは、出演アーティスト *1 が「健康
の⼤事さ」と「毎年１０⽉に健康であることを確認するために天神中央公園へ集合しよう」というメッセージとともに、ピンクライトアップのカウントダウンを⾏います。また、今
年は、学⽣が制作した最新のデジタルアートやデジタル技術のプロジェクションマッピングとレーザーショーを開催。ステージでは、「 The One Nights Project」＝「この⽇し
か⾒ることができないアーティストの共演、ステージと公園内の芝⽣を使⽤したイベント（ダンス・ゴスペル・ファッションショーなど）」も企画します。１⽇中「どこかで、何かが
ある」をコンセプトとした内容を実施予定です。また、公園内のテントブースには、「福岡の⾷」「学⽣のデジタルアート作品・ファッション」を展⽰販売し、エンターテ -メント都
市福岡をアピールします。
多くの⼈が健診、受診をすることによって早期発⾒、早期治療により病気は治ります。「家族の笑顔」が失われることもありません。このイベントを通して「健康の⼤切さ」

「病気の早期発⾒と医療費を抑える事」「ひとりひとりの繋がりの⼤切さ」「参加した⼈たちの笑顔」を発信し、全国から観光客の来訪及び滞在も⽬的とし「参加する⼈た
ち」「訪問する⼈たち」「地域に住む⼈たち」へのコミュニケーションの場を提供したいと考えております。
全国よりたくさんの⽅々のご参加をお待ちしております。街を愛でぬりつぶしましょう！

■マンモグラフィ検診・健康診断
会場にて、マンモグラフィ検診・健康診断を⾏います。時間は 10 時〜16 時までです。※12 時〜13 時までは休診です。
※マンモグラフィ検診料⾦・・・１⼈様 2,100 円（税込） 40 歳〜49 歳までは２⽅向で撮影します。それ以外の⽅は１⽅向撮影とさせていただきます。
詳しくは福岡和⽩総合検診クリニックまでお問い合わせ下さい。
（住所：811-0213 福岡市東区和⽩丘 2-11-17／TEL 092-608-0138

※電話受付時間 8:30〜17:00）

■ピンクライトアップ点灯式
10 ⽉ 4 ⽇(⾦)〜6 ⽇(⽇)⼣刻より、 公園内のピンクのライトアップに加え、ステージスクリーンを３Ｄマッピングとレーザーショーで演出します。 制作は、専⾨学校 九州
デザイナー学院の⽣徒が⾏います。将来のクリエイターの作品をお楽しみ下さい。

■福岡・博多のまちについて
クリエイティブ都市「福岡・博多」 「福岡・博多」という街は、６０年代から⽶軍放送（AFN）が開かれ、⽶兵相⼿のバーや⽣演奏のお店が数多くあったことで、洋楽⽂
化が⾝近に親しまれていました。その後、福岡・博多＝⾳楽が盛んな街となるのは、ある種必然的であった訳で、⽇本中を席巻した「博多は⽇本のリバプール」という⾔葉
が⽣まれた背景、洋楽に影響された独特の⾳楽⽂化が福岡・博多には存在しました。

そして、今、ゲーム、ファッション、⾳楽、映画・アニメ、デザインなどのクリエイテ

ィブに関連のある企業が⽴地し、多くのクリエイターが、福岡を拠点に、九州、⽇本、そして海外のフィールドで活動しています。また、これらの分野に関連したイベントも数
多く開催されています。「クリエイティブ都市・福岡・博多」＝「若い⼈材が豊かで活気のあるクリエイティブなまち、福岡・博多」から世界中のクリエイターに向けて、“福
岡”“⽇本”そして“世界”のクリエイティブを発信しています。

まさに、エンターテーメント都市の中⼼部天神 福岡県庁があった天神中央公園は、⼤都市の中⼼部で唯

⼀「家族の⼤切さを考えるピンクリボン啓発」「地域の活性観光事業」「⾒に⾏きたいエンターテーメントイベント」を融合したイベントを開催できる場所です！

■出店ブース
「ご協賛社ブース」「福岡うまいもん」「屋台」「学⽣のデジタルアート作品・ファッション」など様々なブースがございます。終⽇お楽しみ下さい。
○うまいもん市
・ジェリーズポップコーン ホットドック ソフトドリンク
・パイタイ焼き 佐賀⽜コロッケ 台湾かき氷
・フランス明太パン

サンドウィッチ

・焼⿃ 炭⽕焼き 唐揚
・気仙沼ホルモン 博多唐揚
・たこやき 他
○CAFE コーナー
・ il sole(Cafe&Gelato)
・サントリーオランジーナカクテルバー
・丸⼭商店
○阿蘇とれたて野菜マルシェ、阿蘇野菜カレー
○(株)シーボン
○Belleza Vida 純⽩⼟スキンケアシリーズ

*1 出演アーティスト
w-inds.／梶浦雅裕（Viva la silva)／⽯橋凌／川⻄幸⼀(ユニコーン)／ウエノコウジ(the HIATUS)／伊東ミキオ(元 GROUND NUTS)／池畑潤⼆（ROCKʼ
N'ROLL GYPSIES）／オカモトショウ(OKAMOTO'S)／藤井⼀彦 (THE GROOVERS)／LinQ／jumicchi／増⼦直純 (怒髪天)／渡辺圭⼀ (HEAT WAVE)

／Momo (MOʼSOME TONEBENDER)／Naoki(SA)／Taisei(SA)／Aji(劇団アフリカ)／Fu(THE VOTTONES)／波多江光浩(SOLIDBOND)／ハリケーン
湯川(Hurricane 湯川ブルースバンド)／松永浩(heart-s)／Syuji Ide／Ru(雅だよ雅)／Nakamura Gakuen(中村学園⼥⼦吹奏楽部)／So-taro(SKA☆
ROCKETS)／浦川ちあき／善次郎”YAMAZEN”⼭部／⽮野⼀成(LA-PPISCH)／タニー・ホリデイ(DOC HOLiDAY AND APACHE TRAiN)／⻑野裕治(The
Beats Go's)／⼤場由⽂(KING BEE)／Rio Modern Ballet／Halau o ka Leolani／voices of joy(福岡⼥学院⼤学)／A バンド(福岡⼥学院⼤学)／
PAO(福岡⼥学院⼤学)／F.C.G.C.(福岡コミュニティ・ゴスペル・クワイア)／APOLON／Miwako／⾸振り Dolls／キネマチコル／Death Hound デスハウンド／
And[more]Night アンモナイト(専⾨学校九州ビジュアルアーツ)／Cluster amaryllis クラスターアマリリス(専⾨学校九州ビジュアルアーツ)／Sweep Cloud スイープ
クラウド(専⾨学校九州ビジュアルアーツ)／Half Crying Potato ハーフクライングポテト(専⾨学校九州ビジュアルアーツ)／Pepe ぺぺ(専⾨学校九州ビジュアルアーツ)
／空⾶ぶメロンパン(専⾨学校九州ビジュアルアーツ)／⿊霧(専⾨学校九州ビジュアルアーツ)／
and more..

【主催】

The One Nights Project

【共催】

Fukuoka ピンクリボン実⾏委員会

【後援】

福岡県・福岡市・福岡市カワイイ区・福岡県医師会・

⻄⽇本リビング新聞社・⻄⽇本新聞社・毎⽇新聞社・朝⽇新聞社・読売新聞社・
テレビ⻄⽇本・九州朝⽇放送・ＲＫＢ毎⽇放送・ＴＶＱ九州放送・ＦＢＳ福岡放送・
福岡商⼯会議所
【協⼒】

専⾨学校九州ビジュアルアーツ

【企画】 ㈱ＶＢジャパン
【お問い合わせ】

092-404-5100

【Ｆｕｋｕｏｋａピンク リ ボン実⾏委員会構成団体】
ＲＫＢ毎⽇放送
福岡和⽩総合健診クリニック
株式会社⻄⽇本リビング新聞社、
株式会社マリゾン
マリゾン・博多湾環境整備共同事業体
福岡タワー株式会社、
福岡スクールオブミュージック
インサイドアウト株式会社
有限会社ＲＥアシスポート
【協⼒企業】
株式会社プラスワン
株式会社シーボン
ヤマタカ醤油
オーリック株式会社
⽇本電通株式会社
株式会社スタッフ
⽇本航空株式会社
専⾨学校九州ビジュアルアーツ
株式会社システムワークス
有限会社 Effort
有限会社 RE アシスポート

姪浜⾨際飯荘
松阪屋
株式会社ジェー・ビー・エフ
ティー・ソリューション株式会社
学校法⼈ 福岡理美容学園専修学校 FRB ビューティカレッジ
株式会社サンマーク
有限会社オフィスノアール
有限会社 RE キュービック
株式会社壱岐の華
株式会社リモテック
株式会社福岡銀⾏
医療法⼈⾶梅会はせ川クリニック腎透析センター
Hard Rocl Cafe Fukuoka
オーリック株式会社
北九州⼩倉南区 BAR collect
株式会社ワイズメンコーポレーション
株式会社ダイヤモンド
⽇本航空株式会社
Belleza Vida
カンフェリア製薬株式会社
有限会社ミックス
DAMA LEATHER
株式会社モロフジ
医療法⼈医⿓会 安部整形外科
EBM㈱イービーエム

公式 HP（http://www.one-nights.com/）より抜粋

