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ラグビー選手／日本代表  福岡  堅樹 （ふくおか けんき）

平成４年生まれ、古賀市出身。５歳からラグビーを始め、福岡
高校３年時に全国高校ラグビーフットボール大会に出場。筑波
大学２年時に日本代表に初選出され、その後世界屈指のスピー
ドを誇る日本代表のトライゲッターとして活躍し続けている。

TM Ⓒ Rugby World Cup Limited 2015.All rights reserved.

福岡県知事  小川  洋 （おがわ ひろし）

昭和２４年生まれ、福岡市出身。京都大学法学部卒業。
昭和４８年に通商産業省（現 経済産業省）に入省。産業技
術環境局長、特許庁長官、内閣広報官を歴任。平成２３年
４月に福岡県知事就任。現在２期目。

特 別
対 談

福岡県知事

小川  洋
　福岡県では、「スポーツ立県福岡」を目指し、子どもたちに夢や希望を与え、皆を
一つにするスポーツの力と、それがもたらす経済の活性化や国際交流の推進など
の効果を最大限活用して、福岡県をより元気にする取り組みを進めています。
　今年秋、ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ日本大会がアジアで初めて開催され、
福岡県も全国１２会場の一つに選ばれています。
　ラグビーワールドカップへの関心が高まる中、小川知事は福岡県出身でラグ
ビー日本代表として活躍する福岡堅樹選手と対談し、ラグビーの魅力や見どころ、
そして大会に懸ける思いについて語り合いました。

ラグビー選手／日本代表

福岡  堅樹さん

  いろいろなタイプの選手が一つになって
  プレー～ラグビーの魅力～

知事：ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会の開

催まで、いよいよあと８カ月余りとなりました。開催都

市の一つとして、ぜひ成功させたいと考えています。福

岡県が誇る福岡選手には、昨年の海外代表チームとの

試合で、足の速さと頭脳プレーを武器にしたキレのある

動きで攻守共に活躍される姿を何度も見させていただ

きました。本番での活躍を、本当に楽しみにしています。

福岡堅樹さん（以下、福岡）：ありがとうございます。皆さん

の期待に応えられるよう精いっぱい頑張りたいと思い

ます。日本代表には、私以外にも山田選手や布巻選手、

流選手など福岡県出身の選手がいて心強いです。同郷

の選手と喋ると、つい博多弁が出ますよ(笑)。

知事：それはうれしいですね。福岡選手にとってラグ

ビーの魅力とは何でしょう？

福岡：それは、足が速い、遅い、背が高い、低い、身体が

大きい、小さいなどいろいろなタイプの選手がいます

が、それぞれの人に向いた役割があって、全員が一つに

なってプレーできることだと思います。

知事：私も同感です。一人一人がチームのために全力を

出し切り、次の選手にボールをつないでいく、そしてチー

ム全体が前に進みトライに向かっていく、“One for 

all ,All for one”、そこにラグビーの魅力があると思い

ます。

  世界トップレベルのスピードと迫力を
  間近で体感

知事：福岡県では、世界ランキング２位のアイルランド、

８位のフランスなど強豪国の３試合が開催されます。会

場である東平尾公園の「博多の森球技場」は、グラウン

ドと観客席が近いので、世界最高峰の試合をスピードや

迫力を間近で感じながらここ福岡県で直接見ることが

できます。我々に、大きな感動をもたらしてくれること

でしょう。またとない機会ですので、ぜひ、県民の皆さん

に会場に足を運んでいただきたいと思います。

福岡：そうですね、世界トップレベル選手の相手を抜き

去ってのトライシーンや頭脳プレー、仲間との信頼から

生まれるパスワークや激しいぶつかり合いなど、ラグ

ビーの醍醐味を体感できると思います。

  ラグビーの将来を担う子どもたちへ

知事：福岡選手のラグビーの原点についてお聞きした

いのですが、始めたきっかけや思い出があれば教えて

ください。

福岡：父がラグビーをしていたので、息子にもさせたい

という思いがあったみたいです。きっかけは、私が５歳

の時、ラグビー場に連れていかれたことです。ラグビー

場のすぐ近くに海があり、練習が終わると海で遊んでア

イスを買ってもらうのが楽しみでした。今思えば、アイ

スに釣られていたのかもしれません(笑)。

知事：お父さんの作戦勝ちですね(笑)。昨年１１月に大

会公式スポンサーの企業からタグラグビー用のボール

を１５００個寄付していただきました。県内の全小学校

に配ってタグラグビー教室などで活用しています。

福岡：それは、いいですね！子どもの頃からラグビー

ボールに触れる機会があるのは、素晴らしいことだと

思います。全員が一つになってプレーするラグビーは、

協調性も身に付きます。そのことは社会に出た時に実

感できると思うので、多くの子どもたちにラグビーに興

味を持ってもらいたいですね。福岡県はラグビースクー

ルも多く、トップクラスの選手が大勢いるので、とても

恵まれた環境だと思います。

知事：どのように練習に励むと福岡選手のように強く

なれるのか、ラグビーの将来を担う子どもたちにアド

バイスをお願いします。

福岡：ダラダラと練習するのではなく、“いまの練習が

何のためか”をまず考えて、“その練習を試合でどう生

かすのか”シチュエーションを思い浮かべて、一つ一つ

考えながら取り組むことが大切だと思います。そして、

ラグビーは楽しみながらやってほしいですね。自分自身

も好きだったからこそ今まで続けてこられたのだと思

います。本気で打ち込んで勝つ喜びを知り、もっともっ

とラグビーを好きになってほしいですね。

知事：やはり、上達するカギは、成功体験と自分自身が

楽しむことですね。福岡県では出場チームのキャンプ

地誘致にも取り組んでおり、これまでに福岡県・福岡市、

北九州市、春日市が公認チームキャンプ地として決まっ

ています。選手の皆さんが練習に打ち込める環境を整

えることはもちろんですが、子どもたちが世界トップレ

ベルの姿に接することで、ラグビーが好きになり、夢や

希望を持ってくれたらと願っています。そして、これを

ラグビー人口の裾野の拡大、競技力の向上につなげる

とともに、福岡県、日本、そしてアジアでラグビーを普

及させるきっかけにしたいと思います。

  大会までの残された一日一日を大切に

知事：では最後に、福岡選手のラグビーワールドカップ

２０１９TMへの意気込みをお聞かせください。

福岡：ラグビーワールドカップ２０１９TMは１５人制ラグ

ビーの集大成だと思っているので、そこで結果を出し

たいです。“ベストパフォーマンスをするために、いま何

ができるのか”を常に考えながら、大会までの残された

一日一日を大切にしていきたいと思っています。

知事：９月の開催が待ち遠しいですね！

我々もこれから開催準備をさらに加速して、関係者の

皆さんとしっかりスクラムを組み、会場だけでなく地域

全体をラグビー一色にして、盛り上げていきます。そし

て、国内外からの誘客と周遊などにつなげていくとと

もに、この大会の成功を今後の国際スポーツイベント

の誘致や運営に生かしていきたいと考えています。

福岡選手の活躍を大いに期待しています。本日はお忙

しい中、ありがとうございました。

だい  ご   み
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※世界ランキングは２０１８年１１月現在
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○ＵＩＪターン就職支援協定締結校：４４校（２０１８年１１月１日現在）
○締結校との主な連携・協力内容
　①大学が行う合同企業説明会、就職相談会への参加
　②大学が行う保護者会への就職アドバイザーの派遣
　③学生に対する就職関連イベント、県内企業の情報発信

大会公式マスコット「レンジー」

●Facebook（フェイスブック）
　名前…トライ！福岡～ラグビー2019～

●Twitter（ツイッター）
　名前　　　…トライ！福岡～ラグビー2019～
　ユーザー名…@FukuokaRugby19

ラグビーワールドカップ　チケット 検索

イタリア V

※［   ］内は世界ランキング（2018年11月現在）

公式チケットサイト

［14位］

［8位］ ［13位］

［2位］ ［16位］

今すぐ公式チケットサイトからチケットIDを登録しよう！

フランス アメリカ

サモア

［21位］カナダ

V

アイルランド V

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会

2019年9月26日（木）16時45分キックオフ

申込期間：2019年1月19日（土）～
予定販売枚数がなくなり次第終了します！

tickets.rugbyworldcup.com

2019年10月2日（水）16時45分キックオフ

2019年10月12日（土）19時45分キックオフ

福岡会場・東平尾公園博多の森球技場での
試合スケジュール

チケットの一般先着販売

間もなくチケットの一般先着販売が開始されます！

問い合わせ：ラグビーワールドカップ2019福岡開催推進委員会事務局  ☎０９２-６４３-７６１３  ファクス０９２-６３２-２０１１

福岡のラグビーに関するイベント情報などを発信中！ フォロワー
募集中！

　県では、県外大学と「ＵＩＪターン就職支援協定」を締結し、福岡県内企業の情報発信や就職に関するアド
バイスを行うなど、学生の就職活動を支援し、福岡県へのＵＩＪターン就職を促進しています。

福岡県  ＵＩＪターン 検索

締結校の情報など詳しくは

キラリハッケン 検索

九州・山口キラリ☆ハッケン
事前エントリー受付中！

これから就職活動をされる東京圏のお子さまやご友人へご案内ください
「九州・山口しごとフェスタ～業界研究会～」を開催します。 九州・山口８県を代表する企業約１３０社が参加！

〔日時〕２０１９年２月２０日（水）１３時～１９時（１２時受付開始）
〔対象〕①２０２０年３月および２０１９年３月大学院・大学・短期大学・
　        高等専門学校・専修学校などの卒業予定者
        ②４０歳未満の就職希望者
〔内容〕企業による業界・会社概要などの説明、
        就職・移住に関する相談会
〔会場〕池袋サンシャインシティ　文化会館３階　展示ホールＣ
        （東京都豊島区東池袋３－１－１）
        ※東京メトロ有楽町線「東池袋駅」から徒歩約３分
　        ＪＲ・東京メトロ・西武線・東武線「池袋駅」から徒歩約８分

TM Ⓒ Rugby World Cup Limited 2015.All rights reserved.

問い合わせ：労働政策課　☎０９２-６４３-３５９２　ファクス０９２-６４３-３５８８

福岡県へのＵＩＪターン就職を支援しています福岡県へのＵＩＪターン就職を支援しています
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▶申し込み方法など詳しくは

　飲酒運転は、重大な犯罪です。アルコールの影響がなくなるまでは、絶対に運転してはいけません。

　県では、文化振興に顕著な功績のあった個人や団体に「福岡県文化賞」を贈っています。今年度の受賞者
は次の方々で、２０１９年３月に贈呈式・記念イベント（受賞者によるトークショーなど）が開催されます。

〔日時〕 ２０１９年３月５日（火）１８時～２０時（予定）
〔場所〕 アクロス福岡 ４階 国際会議場
〔料金〕 無料（※入場には申し込みが必要です。）
　　　 ※当日の博多華丸・大吉さんの出演はありません。ビデオメッセージによる出演となります。

● ふらついたり、蛇行するなど飲酒運転の疑いのある車
　両を見掛けた。
● 駐車している車の運転席で飲酒している。
● 酒に酔った様子の人や酒のにおいのする人が運転席
　に乗ろうとしている。

　飲酒運転をしてしまいそうな人、身近な人の飲酒運
転に悩んでいる人などからのご相談に親身に応じます。
お気軽にご相談ください。
相談日時：毎週月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　 １０時～１６時　☎０９２-６０９-９１１０

〔受賞理由〕
　平成10年にレベルファイブを設立し
「妖怪ウォッチ」など世界に誇るゲーム
を次々と開発。福岡県を拠点に日本の
ゲーム産業をけん引し、本県のメディア
芸術の向上・発展に大きく貢献。

〔受賞理由〕
　福岡県で15年にわたり活躍した後、平成
17年に東京に拠点を移してからも博多弁を
多用した漫才を続け、さまざまな分野で活躍。
県内外に福岡県をPRし続けており、本県文
化の振興・発展に大きく貢献。

〔受賞理由〕
　平成27年に「流」で直木賞を受賞。そ
の後も、数々の文学賞を受賞し、県観光
PR特設サイト「ぴりから」へ執筆するな
ど、多彩な活動により本県文化の普及・
振興に大きく貢献。

第２６回福岡県文化賞 検索

りゅう

（写真提供：株式会社よしもと興業クリエイティブ・エージェンシー）（写真提供：株式会社よしもと興業クリエイティブ・エージェンシー）（写真提供：株式会社レベルファイブ）（写真提供：株式会社レベルファイブ）

体からアルコールが抜けるまでには十分な時間が必要なこと、知っていますか？

飲んだ翌日など、アルコールが体内に残った状態で車を運転すると「飲酒運転」になります！

◎ビール1杯（500㎖）と同程度のアルコールを含むもの◎ビール1杯（500㎖）と同程度のアルコールを含むもの
体重60㎏の人で
約4時間※

日本酒1合（180㎖） グラスワイン2杯（200㎖） ウイスキーダブル1杯（60㎖）

ビール1杯（500㎖）の処理時間ビール1杯（500㎖）の処理時間 （例）ビール３杯を飲んだ場合の処理時間
４時間×３（杯）＝１２時間！

（例）ビール３杯を飲んだ場合の処理時間
４時間×３（杯）＝１２時間！

※処理時間は目安です。
　体質、体調などによっ
　てはさらに時間がか
　かります。

＝ ＝

問い合わせ：文化振興課　☎０９２-６４３-３３８３　ファクス０９２-６４３-３３４７

問い合わせ：生活安全課　☎０９２-６４３-３１６７　ファクス０９２-６４３-３１６９

第２６回「福岡県文化賞」の受賞者が決定！第２６回「福岡県文化賞」の受賞者が決定！

飲酒運転は、絶対しない！させない！許さない！そして、見逃さない！飲酒運転は、絶対しない！させない！許さない！そして、見逃さない！

福岡県文化賞 贈呈式・記念イベント福岡県文化賞 贈呈式・記念イベント

＜創造部門＞ ＜社会部門＞

東山 彰良 さん

こんな時は、１１０番通報してください！！ 「飲酒運転相談窓口」をご利用ください。

作家 漫才師
ひがしやま あき ら ゲームクリエイター

㈱レベルファイブ
代表取締役社長／CEO 博多華丸・大吉さん

た はな まる だい きちはか

日野 晃博さん
ひ の あき ひろ
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このマークがあるものは「ふくおかインターネットテレビ
（http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp）」で動画を配信（予定）しています。

観光政策課
☎０９２-６４３-３４５４　ファクス０９２-６４３-３４３１

問

　１１月１日から４日まで、「ＫＯＵＧＥＩ ＥＸＰＯ（第３５
回伝統的工芸品月間国民会議全国大会福岡大会）」が
福岡市で開催されました。
　県内で伝統的工芸品に指定されている７品目（博多
織、博多人形、久留米絣、小石原焼、八女福島仏壇、上野
焼、八女提灯）の販売
や実演、制作体験がで
きるブースを設置し、
その魅力をＰＲしまし
た。全国から多くの人
が訪れ、会場は盛況を
みせていました。

林業振興課
☎０９２-６４３-３５４９　ファクス０９２-６４３-３５４１

問

　県では、平成５年から毎年、「ふくおか県民文化祭」
を開催し、県内各地で演劇公演や音楽コンサートなど
多彩な催しを実施しており、今年で２６回目を迎えま
す。１０月２１日には、太宰府市で記念式典を開き、開
催テーマ表彰などを行いました。
　同会場では「２０１８
ふくおか県障がい児者
美術展」も開催され、入
賞および佳作作品を展
示した他、審査員と受
賞者によるギャラリー
トークが行われました。

文化振興課
☎０９２-６４３-３３４６　ファクス０９２-６４３-３３４７

問

　１０月８日、「ウッドフェスタ２０１８福岡」を福岡市
で開催しました。
　大きな積み木で遊べる木育広場や椅子や本立てな
どの木製品づくりを体験できるチビッコ木工教室をは
じめ、ＶＲによる伐採体験、木造住宅に関する相談など
多彩なイベントを行
いました。来場者は、
実際に木と触れ合う
ことで、木の良さ、木
を使うことの意義、
森林の働きの大切さ
を感じていました。

スポーツ振興課
☎０９２-６４３-３５１５　ファクス０９２-６４３-３４０８

問

　１１月１８日、第５回市町村対抗「福岡駅伝」を筑後
市で開催しました。県内６０市町村の代表選手たち
が、声援を受けながらたすきをつなぎました。９区間
（３０．１キロメートル）にわたって展開された熱い
レースの結果、総合の部では北九州市が優勝しました。
　当日は「ふるさ
とフェア」や「まか
ない飯グランプリ」
などのイベントも
開催され、会場は
大いに盛り上がり
ました。

子育て支援課
☎０９２-６４３-３３１１　ファクス０９２-６４３-３２６０

福岡の食販売促進課
☎０９２-６４３-３５１４　ファクス０９２-６４３-３５３１

問

　九州・山口各県知事と経済界代表で構成される九
州地域戦略会議による取り組みの一環として、１０月
３１日、「九州・山口 結婚・子育て応援企業フォーラム」
を開催しました。
　企業による結婚・子育てを応援する具体的な取り組
みの紹介の他、慶應義
塾大学大学院の岸博幸
教授による特別講演が
行われ、職場の結婚・子
育てを応援する雰囲気
づくりに向けて機運の
醸成を図りました。

問

　１１月２１日、アンテナレストラン「福扇華」が東京都
にオープンしました。県産農林水産物や加工品を使っ
た日本料理を中心としたメニューを提供し、内装や食
器などにも福岡県の伝統工芸品などを使用しています。
また、県産品の販売コーナーやイベントにも利用でき
る約８０平方メート
ルのスペースを設
置しています。今後、
この「福扇華」を最
大限活用し、本県
の魅力を発信して
いきます。

ふく  お   か

あがのかすり

障がいのある人とない人が共につくる文化祭

全国の伝統的工芸品が大集結！

郷土の誇りを胸に、たすきをつなぐ

九州・山口 結婚・子育て応援企業フォーラム アンテナレストラン「福扇華」がオープン！

県政フラッシュ
木の良さを触れて、見て、感じる
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　炭鉱の働き手たちの間で親しまれてきたホル
モン。石炭産業が盛んだった飯塚市では家庭で
もホルモンを食べる風習が根付き、今では街の
名物となりました。その飯塚ホルモンを広く
PRするために誕生したのが「ほるホルめし」です。
　平成２３年に第１弾のホルモン入りチャーハン
を、平成２５年には「ほるホル丼」を開発。「炭鉱の“掘
る”と、ホルモンの“ホル”で韻を踏んだユニークな名
前のとおり、ご飯や具材の中にあるホルモンを、石炭
を掘るイメージで掘って食べる、というのが『ほるホ
ル丼』の醍醐味です」と飯塚観光協会の杉村美穂さん
は語ります。野菜いっぱいの「ヘルシーホル丼」の他、

温泉卵をトッピングしてボ
タ山をかたどったものなど、
それぞれのお店の趣向を凝
らした「ほるホルめし」は、
現在飯塚市内の１５店舗で
楽しめます。また、今年４月
からはホルモンが入ったビ

ビンバ「ほるンバ」もイベントで提
供しており、早くもファンを獲得し
ているそうです。
　２月～３月には市内各地に雛人形が飾られる
「いいづか雛のまつり」が開催されます。飯塚市観光
の際には、「ほるホルめし」をぜひ召し上がってみて
ください!

　福岡市東区にある香椎宮の境内に、狛犬なら
ぬ狛鶏に守られる神社があります。全国でも珍し
い、鶏が祭られた「鶏石神社」です。その昔、命を
落とした鶏を哀れに思った僧侶が供養しようと、
鶏を石に変え、祠に祭ったのが鶏石神社の起源。
今でも祠の中には鶏の形をした石が、御神体とし
て祭られているのだとか。
　卵の形をしたお守りと絵馬には「修理固成」
と書かれており、これは、卵がかえっ
て新たな命が生まれるように、形のな
いところから願い事が成就する、とい
う意味があるそうです。鶏は夜鳴かな
いことから「夜泣き」にもご利益があ

るといわれていま
す。他にも鶏に関
連する企業の方々
が供養や商売繁盛祈願で訪
れるなど、鶏にまつわるさま
ざまなご利益を授かること
ができるといわれています。

　「神様に頼るのではなく、あく
まで自分で頑張ることが大切」
と香椎宮神職の木下さんは言
います。“祈り”ではなく自分の
頑張りを“誓い”に、訪れてみて
はいかがしょうか。

ほるホルめし
【飯塚市】

問い合わせ : 飯塚観光協会
☎０９４８-２２-３５１１　ファクス０９４８-２２-２５２８

夜泣きや心願成就にご利益
鶏と子どもの神様 鶏石神社

香椎宮神職の木下英大さん

けい せき じん じゃ

PRのために広報から広告のモデ
ル、歌手までも務める飯塚観光
協会の杉村美穂さん

問い合わせ:香椎宮
☎０９２-６８１-１００１  ファクス０９２-６８１-１０１１

一昨年の酉年に合わせて
作られた絵馬とお守り。手
前にちょこんとあるのは鶏
の形をしたおみくじです

鳥居の前には雄(左)と雌(右)の狛鶏が。参拝者の中に
はご利益がありますようにとなでる人もいるのだとか

ほこら

けい せきまつ

り こしゅ せい

にわとり

「ほるホルめし」を提供
しているお店はこのタ
ペストリーが目印

嘉穂劇場からほど近い
「三拍子」の「ヘルシー
ホル丼」。彩り豊かな
生野菜が特徴で、さっ
ぱりした味わい

いん

すぎむらみ ほ

ひいな

きのしたひでお

か ほ げきじょう

vol.11

福岡県知ってる？

Do you know Fukuoka?
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寒さが厳しくなると、水が凍って出
なくなったり、水道管が破裂したりし
ます。特に、屋外に露出している水道
管や給湯配管・メーターボックスな
どには注意が必要です。平成２８年の
大寒波では、福岡県で断水被害が約
２２万戸も発生しました。水道管に保
温材や布などを巻いて保温するなど
冬支度をして、寒さに備えましょう。
〈問い合わせ〉
水道整備室
☎０９２‐６４３‐３３７６Ⓕ０９２‐６４３‐３２０７

スマートフォンの普及に伴い、ＳＮＳ
などを通じて、青少年が言葉巧みに
だまされたり、脅かされたりして、自
分の下着姿や裸を撮影・送信させ
られる、いわゆる「自画撮り被害」
が増加しています。このため、「福岡
県青少年健全育成条例」の一部改
正を行い、「裸の画像等を青少年に
要求する行為」を禁止する罰則付き
の規定を新たに設けました。
〈条例の施行日〉
平成３１年２月１日（金）
〈問い合わせ〉
青少年育成課
☎０９２‐６４３‐３３８８Ⓕ０９２‐６４３‐３３８９

募　集募　集

◀このマークがあるものは、県ホームページにも情報を掲載しています。 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/県HP

お知らせお知らせ

〈応募資格〉東京近郊の大学などに
初めて入学する（見込み可）学生で、
保護者が福岡県内に居住し、生活の
本拠を有する人
〈募集予定人数〉男子３１人、女子１３人
※洋室・１人部屋
〈所在地〉神奈川県横浜市青葉区荏
田西１－１４－２
〈負担経費〉
入館費：５万円（２年間分）
館費：月額５万円（朝･夕食費込み）
※別途電気使用料などの負担あり
〈入館期間〉平成３１年４月１日から
２年間
〈募集期間〉１２月２５日(火)～平成
３１年２月１日(金)
〈問い合わせ〉公益財団法人福岡県
教育文化奨学財団
☎０９２-６４１-７３２６Ⓕ０９２-６４１-７５３０
　　http://ecs-pref-fukuoka.or.jp/
union/

平成３１年１月から、個人納税者がe-
Ｔａｘを利用して確定申告をする場合
の手続きが簡便化されます。
詳しくは国税庁のｅ-Ｔａｘホームペー
ジをご覧ください。
〈問い合わせ〉
ｅ-Ｔａｘ作成コーナーヘルプデスク
☎０570‐01‐5901
福岡国税局
Ⓕ０９２‐４１１‐０１２４（聴覚障がい者用）
　　http://www.e-tax.nta.go.jp/
kanbenka/index.htm

種まき・作付けから収穫まで、プロの
農家の指導で野菜作りを満喫できま
す。平成３１年３月または４月からの
入園者を募集。説明会の日程など、
詳しくはお問い合わせください。
〈場所〉篠栗町、久山町、粕屋町の
農園
〈会費〉一区画（３０㎡）当たり年間
４万５千円程度
〈問い合わせ〉
広域地域振興課
☎０９２-６４３-３１８１Ⓕ０９２-６４３-３１６４

福岡市近郊で農業体験
してみませんか

福岡県青少年健全育成条例が
改正されました

☎電話番号　○Fファクス番号　　  ホームページHP情報のひろば情報のひろば

HP

平成２９年７月九州北部豪雨で大き
な被害を受けた朝倉市または東峰
村で使えるお得な商品券が昨年に
引き続き販売されます。１冊１万２千
円分の商品券が１万円で誰でも購
入できます。購入方法など、詳しくは
お問い合わせください。
〈予約期間〉平成３１年１月１１日（金）
～３１日（木）
〈使用期間〉平成３１年２月１１日（月）
～６月３０日（日）
〈問い合わせ〉
朝倉商工会議所
☎０９４６‐２２‐３８３５Ⓕ０９４６‐２２‐５１６６
東峰村商工会
☎０９４６‐７４‐２１２１Ⓕ０９４６‐７４‐２２８４

復興支援プレミアム付き
地域商品券で
被災地を元気に

外国の子どもたちと一緒に
生活してみませんか

東京近郊の大学生のための
学生寮「福岡県学生会館」

新入館生

「ブリッジサマーキャンプ２０１９」
に参加する１１歳の外国の子どもた
ちやその引率者を招き入れるホス
トファミリー約２７０家庭を募集。
〈受け入れ期間〉平成３１年７月１７
日（水）から１週間程度
〈募集期間〉平成３１年１月１１日
（金）～２月１５日（金）
〈応募方法〉インターネットまたは
郵送
〈問い合わせ〉
ＮＰＯ法人アジア太平洋こども会
議・イン福岡
☎０９２-７３４-７７００Ⓕ０９２-７３４-７７１１
　　https://www.apcc.gr.jp/

県HP

県HP

個人の確定申告（e-Tax利用手続）
がより便利になります！県HP

水道管にも冬支度を！
県HP

http://www.no-drugs-fukuoka.jp/

〈受験資格〉高校入学資格がある満
２０歳以上の人（平成３１年４月１日
現在）
〈試験日〉平成３１年３月６日（水）・７
日（木）
〈選抜方法〉作文
〈願書配布場所・試験会場〉
各志願先の高校
〈願書受付期間〉平成３１年２月１２
日（火）～１９日（火）（最終日は正午
まで）
※一部当該特例措置のない学校や
面接試験を行う学校があります
〈問い合わせ〉高校教育課
☎０９２-６４３-３９０４Ⓕ０９２-６４３-３９０６
または各志願先の高校

試　験試　験
県立高校定時制課程入試

（特例措置） 県HP

県HP

HP
HP
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【あて先】〒812-8577（住所不要）県民情報広報課広聴係  【ファクス】092-643-3107  【インターネット】左記ホームページ
※各種募集などで収集した個人情報は、当該業務の目的以外には使用しません。

県政に対するご意見、ご提案を受け付けています。

県政提案メール

ヒートショックは暖かい部屋から寒
い部屋への移動など、急激な温度の
変化により血圧が大きく変動するこ
となどが原因で起こります。気温が
下がる冬場に多く見られ、失神や不
整脈の他、死に至ることもあります。
特に高齢者は注意してください。
〈予防のポイント〉
①入浴前に脱衣所や浴室を暖める
②お風呂の温度は４１℃以下、湯につ
かる時間は１０分までを目安にする
③浴槽から急に立ち上がらない
④アルコールが抜けるまで、また、食
後すぐの入浴は控える
⑤入浴の前に同居者に一声掛けて
見回ってもらう
〈問い合わせ〉
健康増進課
☎０９２‐６４３‐３２７０Ⓕ０９２‐６４３‐３２７１

ヒートショックにご用心

２月７日は
「北方領土の日」

筑後県税事務所を移転します
浮羽地区・三潴地区の県税相談

窓口を廃止します

県HP 近年、子どもを狙った犯罪が後を絶
ちません。地域ではボランティアに
よる子どもの見守り活動が行われ
ていますが、その人数にも限りがあ
り、裾野を拡大して子どもの見守り
活動を行う必要があります。そこで
推奨しているのが、誰でもすぐに始
めることができる「ながら防犯」です。
「ながら防犯」とは、「通勤しながら」
「ウォーキングしながら」など、日常
の生活行動の中に、防犯の視点を取
り入れて行動することです。
「ながら防犯」も防犯意識を持って
行動すれば立派なパトロール活動
になり、子どもの安全確保につなが
ります。
今日からみんなで「ながら防犯」を
しましょう。
〈問い合わせ〉
県警察本部生活安全総務課
☎０９２‐６４１‐４１４１Ⓕ０９２‐６４３‐２１６３
　　http://www.police.pref.fukuoka.jp

「ながら防犯」しませんか？

政治家が選挙区内の人にお金や物
を贈ること、有権者が寄付を求める
ことは法律で禁止されています。お
年賀、結婚や卒業のお祝い、病気の
お見舞い、お歳暮も禁止の対象です。
寄付の禁止のルールを守って明るく
きれいな選挙を実現しましょう。
〈問い合わせ〉選挙管理委員会
☎０９２‐６４３‐３０７７Ⓕ０９２‐６４３‐３０７８
　　http://www.soumu.go.jp/senkyo/
senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

贈らない！求めない！
受け取らない！

若年性認知症相談窓口
若年性認知症の人やその家族を対
象に、医療・福祉・就労などに関する
相談を電話や面談により受け付け
ています。一人で抱え込まず、お気軽
にお電話ください。 ※面談は要予約
〈相談日時〉毎週火～土曜日の１０時
～１６時
〈場所〉クローバープラザ内（春日市原町）
〈相談員〉介護支援専門員、介護福祉
士の資格を保有する若年性認知症
支援コーディネーター
〈相談窓口〉若年性認知症サポート
センター
☎０９２‐５７４‐０１９６Ⓕ０９２‐５７４‐０１９０

認知症介護相談窓口
認知症の人やその家族が住み慣れ
た地域で安心して暮らしていける
よう、認知症に関する心配や悩みに
ついて、電話や面談による相談を受
け付けています。一人で抱え込まず、
お気軽にご相談ください。
※面談は要予約
〈相談日時〉毎週水曜日・土曜日の
１１時～１６時
〈場所〉クローバープラザ内（春日市原町）
〈相談員〉認知症介護経験者
〈相談窓口〉☎/Ⓕ０９２‐５７４‐０１９０
〈各相談窓口に関する問い合わせ〉
高齢者地域包括ケア推進課
☎０９２‐６４３‐３２５０Ⓕ０９２‐６４３‐３２５３

認知症に関する相談窓口

食べ残しをなくそう
３０・１０運動 県HP

筑後県税事務所
施設の老朽化のため移転します。電
話番号に変更はありません。
〈移転日〉平成３１年２月１２日（火）
〈移転先〉南筑後教育事務所庁舎１
階（筑後市和泉）
〈問い合わせ〉
筑後県税事務所
☎０９４２‐５２‐５１３１Ⓕ０９４２‐５３‐６３７４

浮羽地区・三潴地区県税相談窓口
組織体制の見直しにより廃止します。
納税証明書の発行取り次ぎや県税
の申告書などの受け付けについて
は、最寄りの県税事務所または県税
相談窓口をご利用ください。
〈廃止日〉平成３１年３月３１日（日）
〈問い合わせ〉
税務課
☎０９２‐６４３‐３０６２Ⓕ０９２‐６４３‐３０６９

検索福岡県警　ニセ電話

電話でお金はすべて詐欺！
すぐに相談・１１０番！

ニセ電話詐欺に注意

県HP 忘年会や新年会でついつい会話が
弾んで、せっかくのおいしい料理を
残していませんか？
食べ物を無駄に捨てることは、もっ
たいないだけでなく、ごみの排出量
を増やすなど、環境負荷を増大させ
てしまいます。
宴会などでの食べ残しを削減するた
め、「３０・１０（さんまる・いちまる）
運動」を実施しましょう。

〈問い合わせ〉循環型社会推進課
☎０９２‐６４３‐３３８１Ⓕ０９２‐６４３‐３３７７

県HP

HP

HP

救急車の利用や最寄りの医療機関についてアドバイスします。

24
時
間
受
付

年
中
無
休

[３０・１０運動]
・宴会などの前に食べられる量を
注文する
・乾杯の後３０分は席に着いて料
理を楽しむ
・宴会の終了１０分前には席に
戻って、もう一度料理を楽しむ
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〈日時〉平成３１年２月３日（日）１３
時～１６時
〈場所〉西鉄グランドホテル２階
（福岡市中央区大名）
〈内容〉基調講演、パネルディスカッ
ション、杉本彩氏（女優、公益財団法
人動物環境・福祉協会Eva理事長）
によるトークショー
〈定員〉５００人 ※参加無料
〈問い合わせ〉生活衛生課
☎０９２‐６４３‐３２８１Ⓕ０９２‐６４３‐３２８２

福岡県ワンヘルス連携シンポジウム
～世界における狂犬病対策～県HP

◀このマークがあるものは、県ホームページにも情報を掲載しています。 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/県HP

☎電話番号　○Fファクス番号　　  ホームページHP情報のひろば情報のひろば

心の相談電話
県HP

認知症、知的障がい、精神障がいな
どで判断能力が不十分なため、日常
生活に困っている人が安心して地域
生活を送れるよう、日常的な金銭管
理、福祉サービスの利用手続きなど、
さまざまなお手伝いをします。ご家
族などからの相談も受け付けてい
ます。ぜひご利用ください。
〈問い合わせ〉お住まいの市町村の
社会福祉協議会または福岡県社会
福祉協議会
☎０９２‐５８４‐７４１１Ⓕ０９２‐５８４‐３７９０
　　http://www.fuku-shakyo.jp/

日常生活自立支援事業
をご利用ください 県HP

ふくおかフラワーフェア

福岡県は産出額が全国第３位の花
の産地です。福岡で生産されている
さまざまな花のアレンジや臨場感あ
ふれる「花いけバトル」を体感しませ
んか。
〈日時〉平成３１年１月１９日（土）・
２０日（日）１０時～１７時
〈場所〉ソラリアゼファ、ライオン広場
（福岡市中央区天神）
〈内容〉県産花きの展示、フラワーア
レンジメント教室、フラワーデザイ
ン品評会（１９日のみ）、花いけバト
ル（２０日のみ）
〈参加費〉無料（ただしフラワーアレ
ンジメント教室のみ５００円必要、当
日受付）
〈問い合わせ〉園芸振興課
☎０９２‐６４３‐３５７４Ⓕ０９２‐６４３‐３４９０

催　し催　し

同じように悩み、いろいろなことを
経験した、心の病を持つ人の家族が
電話相談に応じ、家族ならではの悩
みを共有するとともに解決を目指し
ます。
〈対象者〉心の病（統合失調症、うつ
病など）を持つ人の家族

※相談時間はいずれも１３時～１６時
〈問い合わせ〉公益社団法人福岡県
精神保健福祉会連合会
☎０９２‐２９２‐０５６０Ⓕ０９２‐２９２‐０５６１
　　http://www.fukuseiren.com/

県HP

「まごころ製品」大規模販売会

障がいのある人が作るえりすぐりの
「まごころ製品」を一堂に展示・販売
します。会場では障がい者施設によ
る菓子製造の実演やワークショップ
など楽しい催しもあります。障がい
のある人の自立と社会参加を応援
する、年に一度の販売会にぜひご来
場ください。
〈日時〉平成３１年１月３０日（水）～
２月４日（月）１０時～２０時（※最終
日は１７時まで）
〈場所〉福岡三越９階催物会場（福岡
市中央区天神）
〈問い合わせ〉障がい福祉課
☎０９２‐６４３‐３２６３Ⓕ０９２‐６４３‐３３０４
　　http://magokoroseihin.ec-net.jp/

青少年アンビシャス運動
フォーラム

青年の活動報告や参加団体による
演奏などの発表、表彰式を実施しま
す。地域でボランティア活動をしてい
る人と一緒に、青少年育成について
考えてみませんか。
〈日時〉平成３１年３月３日（日）１３
時３０分～１６時５０分
〈場所〉ソラリア西鉄ホテル福岡
（福岡市中央区天神）
〈申込締切〉平成３１年２月１５日
（金） ※参加無料
〈問い合わせ〉青少年育成課
☎０９２‐６４３‐３６１５Ⓕ０９２‐６４３‐３３８９
　　http://www.ambitious.pref.
fukuoka.jp/

青少年科学館  巡回パネル展
「潜水調査船がみた深海生物」
〈期間〉平成３１年２月２日（土）～
２４日（日）
〈場所〉福岡県青少年科学館（久留米
市東櫛原町）
〈内容〉JAMSTEC（海洋研究開発
機構）の潜水調査船が深海で遭遇し
た深海生物を写真で紹介するととも
に、その不思議な生態の一部を解説
します。
〈入館料〉
（大人）４００円、（児童・生徒）２００円
※展示場とコスモシアターのお得な
セット券：（大人）７００円、（児童・生
徒）３５０円
※土曜日は高校生以下無料
〈問い合わせ〉
福岡県青少年科学館
☎０９４２‐３７‐５５６６Ⓕ０９４２‐３７‐３７７０
　　http://www.science.pref.fukuoka.jp

妊婦（特に妊娠初期）が風しんにか
かると、赤ちゃんが先天性風しん症
候群にかかるおそれがあります。県
では、風しんに対する免疫の有無を
調べる検査を無料で実施しています。
対象者や実施医療機関など詳しくは
県ホームページをご確認ください。
〈問い合わせ〉がん感染症疾病対策課
☎０９２‐６４３‐３２６８Ⓕ０９２‐６４３‐３３３１

風しん患者が増加しています
県HP

HP

HP
HP

HP

HP

人権・同和対策局調整課 ヒューマン博士

みんなで築こう　人権の世紀

みんなで築こう
　人権尊重社会

県内全域

地区 相談日・電話番号

北九州・
筑豊地区

福岡地区

筑後地区

第１・２・３水曜日、毎週
木曜日
０８０‐３９８６‐１９８０

毎週金曜日
０８０‐４２７９‐２９７０

毎週月曜日
０９０‐１３６６‐７４９８

毎週火曜日
０８０‐２７５０‐０６４６
第４水曜日
０９４０‐３３‐２７３１
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アンケート
　　「福岡県だより１月号」で最も関心を持たれた記事を一つお答えください。
　　今後取り上げてほしい県政情報（福岡県総合計画で取り組む１０の柱に
　　沿った項目）の中から一つ選び以下の番号でお答えください。
　　①産業・雇用②子育て支援③教育・青少年育成④女性の活躍⑤生きがい
　　づくり（高齢者・障がい者）⑥医療・健康⑦協働・NPO⑧文化・国際交流
　　⑨防災・防犯⑩エネルギー・環境⑪その他（具体的に）
　　感想

ふくおか電子申請  福岡県だより 検索

博多甘熟娘
3.6kg/箱を５人にプレゼントします

糖度１５度以上の厳選した果実を
食べごろになるよう追熟した特別
なキウイフルーツです。
提供：県農林水産物ブランド化推進協議会

応募方法
郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号と次のアンケート3問に対する回答を
ご記入の上、平成３1年１月３1日までに下のいずれかの方法でご応募ください。

●テレビ番組
TVQ「飛び出せ！サークル“ふくおか研”」
　毎週土曜日放送 20時54分～21時
RKB「福岡県庁知らせた課」
　毎週日曜日放送 16時54分～17時

●ラジオ番組
FM福岡「福岡県だより」
　毎週月・木曜日放送 9時35分～9時40分

●福岡県ホームページ
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

●ふくおかインターネットテレビ
http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/
県政ニュースや観光情報などを動画で配信！

●新聞「福岡県からのお知らせ」
偶数月の第3日曜日の新聞に掲載

●広報誌「グラフふくおか」
3・6・9・12月のそれぞれ20日発行

●LINE@（ラインアット）
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザーID…@pref_fukuoka

●Twitter（ツイッター）
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka
https://twitter.com/Pref_Fukuoka

●広報紙配信アプリ「マチイロ」
「福岡県だより」をスマホで！
ダウンロードはこちらから▶

は が き

ファクス
電子申請
電子メール

：〒812-8577（住所の記入は不要です）（平成３1年１月３1日（消印有効））
 県民情報広報課「福岡県だより１月号」プレゼント担当
：092-632-5331
：ふくおか電子申請サービス
：kouhou@pref.fukuoka.lg.jp 携帯版はこちらから▶

福岡県の広報活動

プレゼントコーナープレゼントコーナー

※福岡県では収入確保のため、有料広告を掲載しております。なお、広告主および広告内容などについては、県が推奨するものではありません。広告に関するお問い合わせは、株式会社ホープ（０９２-７１６-１４０４）まで。

※写真はイメージです

【あて先】〒812-8577（住所不要）県民情報広報課広聴係  【ファクス】092-643-3107  【インターネット】左記ホームページ
※各種募集などで収集した個人情報は、当該業務の目的以外には使用しません。

県政に対するご意見、ご提案を受け付けています。

県政提案メール

１

２

３

う れ っ こ
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地元美術界の高揚を目指す展覧会。小さな美術館からの
アート革命を目指し、”とんがった”作品が集結します。
田川市美術館（田川市新町11-56）
田川市美術館
☎0947-42-6161　ファクス050-3737-3717

●県庁代表 ☎092-651-1111　●県民情報広報課 ☎092-643-3102　ファクス092-632-5331
検索福岡県の広報活動

このマークがあるものは「ふくおかインターネットテレビ
（http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp）」で動画を配信しています。

この広報紙は再生紙を使用しています。（印刷用の紙へリサイクルできます） 「福岡県だより」は県ホームページでも閲覧できます。

「福岡県だより」の録音版・点字版の送付をご希望される人は県民情報広報課までご連絡ください。
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タガワビエンナーレ「英展」
1月12日（土）～2月3日（日）

有数の梅の産地である八女市立花町は、九州の梅の三
名園とされており、約３万本の白梅が咲き誇ります。
谷川梅林（八女市立花町谷川）
夢たちばな観梅会実行委員会(八女市立花支所産業経済課)
☎0943-23-4941　ファクス0943-22-3512

場
問

夢たちばな観梅会
2月23日（土）～3月3日（日）

古き良き昭和の映画を楽しめる上映会です。映画史に残る
「二十四の瞳」などの名作を大スクリーンで観賞しませんか。
小郡市文化会館（小郡市大板井136-1）
小郡市文化会館
☎0942-72-3737　ファクス0942-72-3828

場
問

小郡名画座
1月19日（土）～1月20日（日）

柳川の市内各所を彩る「さげもん」と水郷ならではの
「おひな様水上パレード」は必見です。
柳川市内の観光施設、商店街、各店舗
柳川市観光案内所
☎0944-74-0891　ファクス0944-72-9013

場
問

柳川雛祭り  さげもんめぐり
2月11日（月・祝）～4月3日（水）

参加者のおわんに次々とご飯がよそわれます。「今年も
たくさんご飯が食べられますように」と願うお祭りです。
淀川天神社（糸島市二丈深江2220）
糸島市観光協会
☎092-322-2098　ファクス092-332-7508

場
問

淀川の百々手祭り（大飯食らい）
1月27日(日)

直方歳時館を中心に各所におひなさまを展示。音楽ライ
ブやスタンプラリー、バナナの叩き売りなどもあります。
直方歳時館（直方市新町1-1-18）
ゆた～っと直方節句まつり実行委員会（担当：石光）
☎080-2079-6455

場
問

ゆた～っと直方節句まつり
3月2日（土）～3月5日(火)

「豊前海一粒かき」や直売所で購入した獲れたての魚
介を持ち込み、海鮮バーベキューが楽しめます。
うみてらす豊前（豊前市宇島76-31）
うみてらす豊前
☎0979-64-6717　ファクス0979-64-6606

場
問

うみてらす豊前 浜焼き小屋オープン
1月9日（水）～3月上旬　

約６千本のやぶ椿が自生する地島。地元の子どもたちのス
テージや特産品のワカメ、椿油ごはんなどのグルメも販売！
地島豊岡地区（白浜港）
宗像市商工観光課
☎0940-72-2211　ファクス0940-72-2821

場
問

地島椿まつり
3月9日(土)

専門家による基調講演や堀川について学んだ中高生
が未来へどう伝え活用するのかなどを発表します。
水巻町中央公民館（水巻町頃末北１-1-2）
堀川シンポジウム実行委員会（水巻町歴史資料館）
☎093-201-0999　ファクス093-201-0995

場
問

シンポジウム「遠賀堀川の魅力とまちづくり」
2月16日（土）

毎年、みこしを担いでタイムを競う「大国様神輿レー
ス」が人気。物産展や餅まきなども行われます。
大己貴神社（筑前町弥永697-3）
筑前町商工会
☎0946-22-3724　ファクス0946-24-1047

場
問

大国様物産展
2月11日（月・祝）

豊作祈願の春祭り。模擬農耕行事や地元の女子による田
植舞の奉納などが行われます。
金村神社敷地内（糸田町1145）
糸田町教務課
☎0947-26-0038　ファクス0947-26-2526

場
問

田植祭
3月15日(金)

福岡県だより 通巻129号

じのしま

えいてん

も ても

※イベントは天候などにより変更や中止になる
　場合がありますので、確認の上、おでかけください。

　　 場所　  問い合わせ場 問
❻柳川雛祭り  さげもんめぐり（柳川市）
　（おひな様水上パレード）
❻柳川雛祭り  さげもんめぐり（柳川市）
　（おひな様水上パレード）

2
小郡市小郡市

1
田川市田川市

6
柳川市柳川市

3
糸島市糸島市

4
豊前市豊前市

5
筑前町筑前町

8
八女市八女市

9
直方市直方市

7
水巻町水巻町

10
宗像市宗像市

11
糸田町糸田町

⑩地島椿まつり（宗像市）⑩地島椿まつり（宗像市）10
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