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（写真）自分たちの土地を自力で耕す移住者（ブラジル）

　福岡県から海外への移住は、１８８５年のハワイへの移住
が始まりです。１９００年代になると、移住先は、ハワイから
米国本土やカナダ、メキシコなどへ、さらにペルー、ブラジ
ルなどの南米にまで広がりました。
　移住された人々は、言葉、気候、風土など全く異なる環境
の中で大変な苦労をされながら、日本人としての誇りを持
ち続け、その勤勉さ、教育熱心さで非常に高い評価を得ます。
ブラジルでは、「ジャポネース・ガランチード（信頼される日
本人）」とたたえられるなど、移住国の発展に大きく貢献し
てきました。

　福岡県を故郷に持つ人々が親睦・交流を深め、お互いに助け合いながら異国で生活していくために組
織した「海外福岡県人会」。歴史の長い県人会は、今から１００年以上も前に組織されました。
　また、近年では、グローバル化が進み、日本企業などの海外進出が増える中、福岡県出身の駐在員など
が現地で県人会を結成して活動するケースも出てきています。

　福岡県では、戦前・戦後を通じて、全国で４番目に多い５万人以上の県民の皆さまが海外に移住されています。移住さ
れた方々は、言葉はもとより、気候、風土、文化などが異なる厳しい環境の中で、互いに支え合いながら、多くの困難を乗
り越え、現在の日系人社会の基礎を築くとともに、それぞれの移住先の国の発展に大きく貢献してこられました。
　現在、こうして本県から移住された方々やその子孫の方々が組織した県人会が、世界９カ国に
２０、また、本県から海外に進出している企業の駐在員などの方々が組織した県人会が１５の国・
地域に１９あり、それぞれ、現地と福岡県の交流の「懸け橋」として、大きな役割を果たしていただ
いています。
　今年１１月、こうした海外の県人会の皆さまが一堂に会する「第１０回海外福岡県人会世界大会」
を、６年ぶりに福岡県で開催します。
　大会では、参加者の皆さまに、ふるさと福岡県の今の姿をつぶさに見ていただくとともに、広く
県民の皆さまに、県人会の方々が世界で活躍されていることを知っていただきたいと考えています。
　併せて、各国の料理が堪能でき、踊りや音楽で大いに盛り上がる「海外福岡県人会フェア」も開催
しますので、ぜひご参加ください。

ルーツは福岡  夢は世界へ  海外福岡県人会ルーツは福岡  夢は世界へ  海外福岡県人会

移住の歴史移住の歴史

世界に広がる県人会のネットワーク世界に広がる県人会のネットワーク

福岡県知事

小川　洋

企業駐在員などによる福岡県人会
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ソウル博多会
大連福岡県人会
北京福岡県人会
在上海福岡県人会
台湾福岡県人会「梅友会」
香港福岡県人会
ハノイ福岡県人会「ばってん会」
ホーチミン福岡県人会
ヤンゴン福岡賢人会
タイ国福岡県人会
在マレーシア福岡県人会
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メキシコ福岡県人会
コロンビア福岡県人会
マナウス福岡県人会
ベレン福岡県人会
トメアスー福岡県人会
ブラジル福岡県人会
パラグアイ福岡県人会
アルゼンチン福岡県人会
ペルー福岡県人会
在ボリビア福岡県人会
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（写真）留学生による着物体験の様子

●海外県人会子弟の招へい
　次世代の県人会活動の「担い手」である子どもたち（小
学校高学年）を本県に招き、日本文化の体験や同世代の子
どもたちとの交流を行っています。

●移住者子弟留学生（県費留学生）
　県人会の後継者育成のため、県人会会員の子どもなどを、
留学生として１年間受け入れています。留学生は、県内の大
学や専門学校などで専門知識や技能を習得するとともに、
本県の伝統、文化、産業、経済などの理解を深めます。

ジョージ　アリヨシ（米国）
元ハワイ州知事
　１９２６年ハワイ州のホノルル生まれ。父が豊前市出身の日系２世。１９７４年
に全米初の日系人州知事に就任しました。
　知事在任中の１９８１年、福岡県とハワイ州の姉妹提携を締結。知事在任期間
１２年は過去最長となっています。退任後も、ハワイ州と福岡県の懸け橋となり
尽力されています。

　福岡に来ることは、子どもの頃からずっと私の夢でした。日本で初めて見た景色に「ただ
いま」という言葉が自然に出ました。なぜなら私の祖父が、福岡を出て３か月以上船に乗り
ブラジル・アマゾンのジャングルまでたどりついて、お風呂・おいしいお米なし、ゼロから森
を伐採し、家族を育て、やっと私が福岡に来ることができたからです。福岡に来て、私の歴史
が始まったルーツがここにあるということを強く感じました。
　今後は、日本とブラジルの子どもたちが夢を持って大きく羽ばたくための架け橋になり
たいと思っています。

テルミ　マツオ（パラグアイ）
パラグアイ共和国外務副大臣
　父は、八女市出身で１９５８年に移住。パラグアイ外務省の外交官学校で学び、
在ブラジル大使館一等書記官、アジア・アフリカ・オセアニア局長、ニューヨーク
の国連代表部、駐チリ大使を歴任し、２０１５年６月に事務方のトップである外
務副大臣（外務次官）に就任しました。パラグアイ外務省の幹部に就任した初の
日系人です。

問い合わせ：第１０回海外福岡県人会世界大会実行委員会事務局　☎０９２-７２５-９２０４　ファクス０９２-７２５-９２０５

　世界各地の海外福岡県人会が一堂に集まり開催される世界大会。県人会活動の情報共有や福岡県との関係
強化のため、１９９２年より３年に１度、世界各地で開催されており、今年は、６年ぶりに福岡県で開催されます。

１１月６日（水）～９日（土） ※海外福岡県人会フェアは１０日（日）まで
①記念式典（６日）、②代表者会議（７日）、③ふるさと訪問（８日）
④海外福岡県人会フェア（９日～１０日）
※④は、ふくおか町村フェアと同時開催。各国料理の屋台の出店や、特設ステージでの
　各国芸能の披露など。一般の方も参加可能です
①②ホテルニューオータニ、③県内４地区、④天神中央公園

第１０回海外福岡県人会世界大会

海外福岡県人会世界大会 検索詳しくは

【日　程】
【内　容】

【場　所】

次世代の交流次世代の交流

世界で活躍する福岡県人世界で活躍する福岡県人

I n f o r m a t i o n

県費留学生 稲田 明 アウミーさん（ブラジル・トメアス̶福岡県人会）の声
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①専門家による課題分析から取り組み定着までのアドバイス ②生産性向上に資する設備などの
　導入費用の補助（補助率1/2）

③生産性向上に資する設備導入の
　資金の低利融資

オーラルフレイルを放っておくとどうなるの？ オーラルフレイルのチェックをしましょう

予防するにはどうすればいいの？

支　援　内　容

歯と口の健康を守り、いつまでも健康的な生活を

中小企業の生産性向上を支援します

要介護リスク高

　食べこぼしや、むせ、かめない食べ物の増加、滑舌の低下など、口の機能のわずかな衰え（オーラルフレイル）は、
心身の活力の低下や低栄養を招く要因になります。適切に対応し、予防しましょう。

　県内の中小企業が直面する人手不足などの経営課題を解決するため、業務プロセスの改善や自動化による
生産性向上の取り組みを一貫支援します。

オーラルフレイル予防啓発のイベントを開催します！

日時：１２月２２日（日）　１０時～
場所：福岡県歯科医師会館　（福岡市中央区大名）
内容：口腔機能のチェック体験、オーラルフレイルに
　　  関する講話など　※参加無料

□頬を膨らませることができない、食べこぼすことがある
□半年前に比べ硬いものが食べにくくなった、 口が渇き
　やすい
□茶や汁物でむせることがある、３０秒間で唾を３回以上
　飲み込めない

●口腔内を清潔に保ちましょう。
●舌や頬、唇など、口の機能に関わる筋肉を鍛える効果的
　なトレーニング方法を身に付けましょう。
　・左右の頬を同時、または交互に膨らませる。
　・指を耳の前に当てて円を描くようにマッサージする。
　・口を大きく開けて１０秒キープと、口を閉じて１０秒休
　 むを繰り返す。
●「かかりつけ歯科医」で、定期的に歯と口の健康状態と
　機能をチェックしてもらいましょう。

【補助上限額、採択予定件数】
自動化・IoT装置：１０００万円、１件程度
治具・器具：１５０万円、１０件程度

【融資利率】1.１０%　
【保証料率】０.０５～1.４２%
【融資限度額】１億円　
【融資期間】１０年以内（据え置き２年以内）

○福岡県中小企業生産性向上支援センター
　☎０９２-２９２-８８９０  ファクス０９２-２９２-８６８８
　受付時間 ９時～１７時（土・日・祝日・年末年始を除く）

利用無料です。 お気軽にご相談ください。

福岡県　オーラルフレイル 検索詳しくは

福岡県　生産性向上支援 検索詳しくは

●支援の流れ

食べる機能の低下

筋肉量の減少

食欲の低下
低栄養

運動能力や生活機能の低下

中小企業
診断士などが
現場を診断

診断結果に基づき、
最適な生産性アド
バイザーを派遣

取り組みが
定着するまで
支援

こうくう

問い合わせ：① に つ いて…福岡県中小企業生産性向上支援センター
　　　　　 ②③について…中小企業技術振興課　☎０９２-６４３-３４３３　ファクス０９２-６４３-３４３６

問い合わせ：健康増進課　
☎０９２-６４３-３２７０　ファクス０９２-６４３-３２７１

課題の明確化課題の明確化 支援計画の作成支援計画の作成 支援計画の実行支援計画の実行
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初心者向け！親子ハイク

リニューアル内容

秋のハイキングはいかがですか？

関門海峡ミュージアムがリニューアルオープン！
　９月２１日（土）に関門海峡ミュージアムが生まれ変わりました。  「関門海峡をまるごと楽しむ体験型博物
館」をコンセプトに子どもから大人まで、関門海峡の自然や歴史を楽しみながら体験できる施設として、さら
にパワーアップしました。ぜひお越しください！

　九州自然歩道は、九州７県をぐるっと一周するロングトレイル。「やまびこさん」の愛称で親しまれています。
それぞれの地域の自然や歴史、文化を結ぶこの道には、歩くことでしか出合えない素晴らしい景色やドラマ
があります。

●豪華客船をイメージした展望フロアを増設
●ミュージアムに常設されているものとしては、日本最大級
のスクリーンによる大迫力映像を放映（海峡アトリウム）
●関門海峡のパトロールや操船シミュレーションなどの
参加体験型の展示を充実（海峡体験ゾーン）

●関門海峡を眺めながら、地元産の新鮮な食材を使った
料理を味わえるレストランをオープン

　九州自然歩道には、手軽なハイキングコースから本格的な山岳
地帯まで多様なコースがあります。
　今回、運動靴でも気軽に歩けるコースを使った親子ハイクを開
催します。ハイクに参加して地域の自然や歴史、文化を見て聞いて
触れて体感してみませんか？

【日程・コース】
11月  9日（土） 平尾台コース　11月10日（日） 小石原コース
11月23日（土） 赤村コース　　11月24日（日） 四王寺山コース

【申し込み】
○九州自然歩道フォーラム
　☎０９２-６００-４３９９  メール：info@kltf.info

所 在 地：北九州市門司区西海岸１－３－３
開館時間：１０時～１８時
※11月４日（月・振休）までの土曜・日曜・祝日は２０時まで開館

アクセス：
■ＪＲ鹿児島本線「門司港駅」下車 徒歩５分
■北九州都市高速「春日ランプ」より車で約５分
■九州自動車道「門司ＩＣ」より車で約８分

関門海峡ミュージアム 検索

九州自然歩道フォーラム　イベント 検索
九州自然歩道　やまびこさん 検索

詳しくは

詳しくは

圧倒的なスケール感を誇る
海峡アトリウム

関門海峡ミュージアム外観

宝満山登山口

関門海峡で働く人々の営みを
疑似体験できる海峡体験ゾーン

問い合わせ：広域地域振興課　
☎０９２-６４３-３２１０　ファクス０９２-６４３-３１６４

問い合わせ：自然環境課　☎０９２-６４３-３３６９　ファクス０９２-６４３-３２２２

みんなで歩こう！ 九州自然歩道

05FUKUOKA PR EFEC T UR E  NEWS



福祉総務課
☎０９２-６４３-３２４３　ファクス０９２-６４３-３２４５

問

　県では、県民の方がより良い福祉サービスを受けら
れるよう、福祉人材の確保に取り組んでいます。
　８月３日、春日市のクローバープラザで、「福祉のしご
と就職フェア２０１９ ｉｎ ＦＵＫＵＯＫＡ」を開催しました。
　会場には、九州最大規模となる１６９の社会福祉施設・
事業所などが集結し、
福祉の仕事を希望す
る方との就職面談を
行った他、福祉関係
資格の相談コーナー
も設けられ、多くの
人が訪れました。

私学振興・青少年育成局政策課
☎０９２-６４３-３１３４　ファクス０９２-６４３-３１２２

問

　８月３１日、９月１日にイオンモール福岡にて、東京
２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向け
た機運を盛り上げるため、「『POWER OF SPORTS,
POWER UP FUKUOKA！』～ALL FUKUOKA
スポーツフェスタ２０１９～」を開催しました。
　オリンピック・パラリンピックメダリストの有森裕子氏
や道下美里氏などによ
るトークショーの他、Ｂ
ＭＸ（自転車）などのパ
フォーマンス、競技用車
いすの試乗などが実施
され、大盛況でした。

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

問

　県では、青少年の海外の大学などへの留学を支援し、
国際的に活躍する人材の育成を進めています。
　第１１期福岡県アンビシャス外国留学奨学生に選ば
れた足立栞里さん、谷垣美月さん、渡口優紀さんは、今
秋からそれぞれの新天地で留学生活を始めました。異
文化に身を置くこ
とで、得難い経験を
し、広い視野を身に
付け、将来、福岡で、
そして世界で活躍
されることを大い
に期待しています。

交通政策課
☎０９２-６４３-３６９３　ファクス０９２-６４３-３２２７

問

　８月２４日、平成筑豊鉄道の新駅「令和コスタ行橋駅」
が開業しました。この駅名には、「新しい時代もお客さ
まに愛される鉄道、駅をつくる」という思いが込められ
ています。
　駅のデザインは、観光列車「ことこと列車」と同じく、
水戸岡鋭治氏によるもので、ホームや待合室、出入り口
スロープに「筑豊杉」や「京築ヒノキ」といった県産材が
ふんだんに使われて
います。
　開業式典には、多く
の沿線住民や鉄道ファ
ンが駆け付けました。

生活安全課
☎０９２-６４３-３１６７　ファクス０９２-６４３-３１６９

　福岡県が開発したブランドイチゴ「あまおう」の販売
単価が、品種別で１５年連続日本一となり、販売総額も
過去最高額を更新しました。
　県では、生産・販売対策として、トップセールスや、高
級果実専門店などと連携したＰＲ活動を強化するとと
もに、今年度からはIoTを活用したハウス環境の遠隔
管理システムなど新技術
の導入を支援します。今
後も、「あまおう」が日本
一に輝き続けるようJA
グループと一体となり支
援に取り組みます。

問

　県では、飲酒運転撲滅条例に基づき、県を挙げて飲
酒運転の撲滅に取り組んでいます。
　８月２５日、「令和元年度福岡県飲酒運転撲滅県民大
会」を福岡市で開催しました。小川知事は会場の方々と
ともに、午後「ゼロ」時である正午に、飲酒運転「ゼロ」
の福岡県の実現を誓う
黙とうをささげた後、
「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！」と力強くシュプレ
ヒコールを行いました。

あだち しおり

ありもり ゆうこ

みちした みさと

たにがき みつき わたりぐち

み と お か え い じ

ゆうき

園芸振興課
☎０９２-６４３-３４８８　ファクス０９２-６４３-３４９０

問

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会まであと１年！福祉のしごと就職フェア2019 in FUKUOKA

令和で全国初の新駅！「令和コスタ行橋駅」が誕生しました

「あまおう」の販売単価が１５年連続で日本一に！ 飲酒運転「ゼロ」の福岡県へ

若い力よ、世界へ羽ばたけ！

フラッシュ県 政
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　児童虐待は、社会全体で解決すべ
き問題です。あなたの１本の電話で救
われる子どもがいます。「児童虐待か
も」と思ったらすぐにご連絡ください。

児童相談所全国共通３桁ダイヤル

１８９
※お近くの児童相談所につながります
※連絡者や連絡内容に関する秘密
は守られます
　児童家庭課
☎０９２-６４３-３２５６Ⓕ０９２-６４３-３２６０

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

　現在看護職として未就業の人の再
就職への意欲向上や就職につなげ
るため、介護福祉施設・訪問看護ス
テーションに関する知識や在宅看護
などで必要となる技術を習得できる
研修を開催します。
〈対象〉未就業で、６カ月以内に就業
を希望する県内在住の看護職（ブラ
ンクの期間は不問）
〈日程〉１２月２日（月）、１２月１２日
（木）の２日間
〈時間〉１０時～１６時
〈場所〉ナースプラザ福岡（福岡市東
区馬出）
〈内容〉講習会
〈定員〉３０人（先着順）※参加無料、
要申込
〈申込締切〉１１月１８日（月）
　・　福岡県ナースセンター
☎０９２-６３１-１２２１Ⓕ０９２-６３１-１２２３
　　https:// fukuoka-kango.or.jp

情報のひろば情報のひろば

狩猟が解禁されます

在宅看護に興味がある人のための
再就職支援研修

〈期間〉１１月１５日（金）～令和２年
２月１５日（土）
〈特例〉以下の猟は別途期間が定め
られています
①銃によるシカ・イノシシ猟
１１月１日（金）～令和２年３月１５
日（日）
②はこわなによるイノシシ猟
１０月１５日（火）～令和２年４月１５
日（水）

　県警察本部生活保安課
☎０９２-６４１-４１４１Ⓕ０９２-６３２-０８１４
　　https://www.police.pref.fukuoka.jp

問

　消費税率引き上げに伴い、１０月
１日（火）から通行料金の改定が行
われます。
〈改定後の通行料金〉普通車３２０円、
中型車３７０円、大型車５２０円、特大
車８９０円、軽自動車等２５０円（改定
なし）、軽車両等３０円（改定なし）
　なお、料金改定前に購入された回数
通行券は料金改定後も利用できます。
　佐賀県道路公社
☎０９５２-２０-２０４０Ⓕ０９５２-２０-２０４３
　　https://www.tollroad-saga.jp/

三瀬トンネル有料道路および
東脊振トンネル有料道路の

料金改定

ＳＴＯＰ滞納！！
県下一斉徴収強化月間

～忘れていませんか「納税」を～

HP

問申

☎電話番号　Ⓕファクス番号　　  ホームページ 　　申し込み　　 問い合わせHP 問申

問

　県では市町村と連携し、１１月と
１２月を「県下一斉徴収強化月間」と
して、税金の滞納に対する処分の強
化などさまざまな徴収対策に取り組
みます。この機会に納め忘れの税金
がないか確認しましょう。
　税務課
☎０９２-６４３-３０６６Ⓕ０９２-６４３-３０６９
問

〈金額〉１時間８４１円
〈効力発生日〉令和元年１０月１日（火）
　最寄りの労働基準監督署または福岡労働局
☎０９２-４１１-４５７８Ⓕ０９２-４１１-４８７５
　　https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
roudoukyoku/

福岡県最低賃金が
改正されました

〈志願資格〉令和２年３月に小学校を
卒業する見込みの人などで、志願者
および保護者が４月以降に県内に
居住している人
〈検査日〉令和２年１月１２日（日）
〈会場〉育徳館中学校（みやこ町豊
津）、門司学園中学校（北九州市門司
区猿喰）、宗像中学校（宗像市東郷）、
嘉穂高等学校附属中学校（飯塚市潤
野）、輝翔館中等教育学校（八女市黒
木町桑原）
〈願書配布期間〉１０月４日（金）～
１２月１１日（水）
〈願書受付期間〉１１月２８日（木）～
１２月１１日（水）※消印有効
〈願書配布場所〉高校教育課、各教育
事務所、上記５会場
※願書の郵送を希望される場合は、
問い合わせ先へご連絡ください
　高校教育課
☎０９２-６４３-３９０４Ⓕ０９２-６４３-３９０６

県立中高一貫教育校
入学志願者 県HP

お知らせお知らせ

　労働者（パート・アルバイトを含む）を
１人でも雇っている事業主は、労働保険
（労災保険・雇用保険）に加入することが
法律で義務付けられています。加入手続
きがお済みでない事業主は、所轄の労
働基準監督署・公共職業安定所（ハロー
ワーク）で加入手続きを行ってください。
　福岡労働局
☎０９２-４３４-９８３５Ⓕ０９２-４３４-９８２４
　　https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
roudoukyoku/

１１月は労働保険適用促進
強化期間です

問

県HP

県HP

性犯罪にご注意ください

問

HP

HP
HP

　今年のキャンペーンテーマは、
「UPDATE！ 話そう、HIV/エイズの
となりで～検査・治療・支援～」です。
エイズはもはや「死の病」ではありま
せん。正しい知識を身に付け、HIV・エ
イズに対するイメージを「UPDATE
（更新）」しましょう。
　がん感染症疾病対策課
☎０９２-６４３-３２６８Ⓕ０９２-６４３-３３３１

１２月１日は
世界エイズデーです

問

県HP

HP

問

１１月は児童虐待防止
推進月間です 県HP

いちはやく

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 問

狩猟される人へ
　毎年、期間中は猟銃などによる事
故が発生しています。猟銃を使用す
る人は事故防止に努めてください。

山でレジャーなどをされる人へ
　期間中、銃声のする方向には近
づかないなど事故防止にご協力く
ださい。
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　県内には、さまざまな事情で義務
教育を受けることができなかった人
などが、読み書きや計算など小・中
学校程度の内容を勉強できる自主
夜間学級があります。授業料は無料
です。※文具や課外活動費などは実費
　また、居住地に関わらず、対象とな
る人はどなたでも通えます。
　義務教育課
☎０９２-６４３-３９０８Ⓕ０９２-６４３-３９１２

［県内の自主夜間学級］
城南中学校「夜間学級」（北九州市）
〈場所〉城南中学校（北九州市小倉南
区富士見）
〈日時〉毎週月曜日～金曜日
１９時～２１時
〈対象〉十分な義務教育を受けられ
なかった１５歳以上の人（留学生は
除く）
　城南中学校「夜間学級」運営委員
会事務局
☎０８０-３１８５-７９５８Ⓕ０９３-５７１-５０９６

穴生・中学校「夜間学級」（北九州市）
〈場所〉①穴生小学校（北九州市八幡
西区穴生）②穴生市民センター（北
九州市八幡西区鷹の巣）
〈日時〉①毎週月曜日・火曜日
１９時～２１時
②毎週木曜日１９時～２１時
〈対象〉十分な義務教育を受けられ
なかった１５歳以上の人（留学生は
除く）
　穴生・中学校「夜間学級」運営委員
会事務局
☎０９０-９４９５-９６１１

自主夜間中学「よみかき教室」（福岡市）
〈場所〉千代中学校（福岡市博多区千代）
〈日時〉毎週水曜日１８時３０分～２０
時３０分、金曜日１９時～２０時３０分
〈対象〉十分な義務教育を受けられ
なかった人など
　よみかき教室
☎０８０-２７３０-７８０６

【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

　ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）を使
用した安定器の保有状況調査のた
め、建物登記簿などを基に、県内で
昭和５２年３月以前に建築された
建物（北九州市、福岡市、大牟田市、
久留米市を除く）をお持ちの人へ
11月上旬から調査票を送付します。
調査票が届いた人は必ずご回答く
ださい。
　廃棄物対策課
☎０９２-６４３-３３６３Ⓕ０９２-６４３-３３６５

ＰＣＢ使用安定器保有状況調査
にご協力ください

問

問

問

問

県HP

　県と市町村のさまざまな情報が満
載の「福岡県民手帳」の販売を１１月
中旬ごろから開始します。ハンド
ブック判（１０００円、黒のみ）、標準
判（６００円、黒・紺・ワインレッド・ス
モークブルー）、ポケット判（５００円、
黒・ワインレッド）の７種類があります。

　福岡県統計協会
☎０９２-６４１-３５６０Ⓕ０９２-６４３-３１９２

福岡県民手帳（２０２０年版）
を発売します

問

県HP

　県では、さまざまな人権問題で悩
んでいる人からの相談に法律的な
観点で助言を行う電話法律相談を
１０月から毎月第４金曜日に実施し
ます。福岡県弁護士会の弁護士が対
応します。相談料は無料、秘密は厳
守します。

　人権・同和対策局調整課
☎０９２-６４３-３３２５Ⓕ０９２-６４３-３３２６

ふくおか人権ホットラインを
開設します

問

県HP

ふくおか人権ホットライン
☎０９２-７２４-２６４４
毎月第４金曜日１５時～１８時

自主夜間学級
をご存じですか？

問
検索福岡県民手帳２０２０ 

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

　「久留米の地宝」「高良大社」「神子
栄尊」「近代洋画」「伝統工芸」の５つ
のテーマから、久留米地域の歴史や
文化を紹介します。
〈期間〉１０月１２日(土)～１２月８日
（日）９時～１６時３０分（入館は１６時
まで）
〈場所〉九州歴史資料館（小郡市三沢）
〈観覧料〉一般２１０円、高校生１５０円
※６５歳以上および中学生以下は無料
※身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている人および介護者は無料
　九州歴史資料館
☎０９４２-７５-９５０１Ⓕ０９４２-７５-７８３４
　　http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/
kyureki/

九州歴史資料館特別展
「久留米―その歴史と文化―」

問

　パスに掲載している１３２の施設
でクーポンを提示すると、入館料の
割引や記念品のプレゼントなどの特
典を受けることができます。冊子版
は日本語・英語の２カ国語、スマホな
どで利用できるウェブ版は日本語・
英語・中国語・韓国語の４カ国語で
記載しています。
　この機会にお得にミュージアム巡
りをしてみませんか。
〈配布場所〉観光案内所、パスに掲載
されている美術館・博物館など
〈利用期間〉令和２年１月３１日（金）
まで
　文化振興課
☎０９２-６４３-３３８３Ⓕ０９２-６４３-３３４７

ミュージアム周遊パスで
九州・沖縄の美術館や
博物館を巡ろう！

問

県HP

　期間中、県と企業・店舗・市町村な
どが連携し、「家族・子育て」をテーマ
とした自然体験教室などのイベント
を開催する他、施設の入場割引など
を行います。
　子育て支援課
☎０９２-６４３-３３１１Ⓕ０９２-６４３-３２６０
　　http://kazoku.pref.fukuoka.lg.jp

１１月は
「ふくおか・みんなで家族月間」です

催　し催　し

HP
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にちじ

すいようびまいしゅうにちじ

たいしょう

のぞ

のぞ

じ じ

じ

たいしょう

きょうしつ

ぷん

じじ ぷんじ ぷん

じ じ

じ じ

きんようび

きたきゅうしゅうし

きたきゅうしゅうし

ち　よ ちゅうがっこうばしょ ふくおかし はかたく ち　よ

こくらみなみ

さい いじょう ひと りゅうがくせい

ぎ　むじゅうぶん きょういく う

ぎ　むじゅうぶん きょういく う

たいしょう

さい いじょう ひと

ひと

りゅうがくせい

県HP

問

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

HP
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　成人期のメンタルヘルスに関する
講演会を開催します。
〈日時〉１２月４日（水）１０時～１６時
〈場所〉クローバープラザ（春日市原
町）
〈内容〉①黒木俊秀さん（九州大学教
育学部長）による講演「うつ病に潜
む発達障がい」
②吉田精次さん（藍里病院副院長）
による講演「依存症の理解と対応
～ＣＲＡＦＴを中心に～」
〈参加費〉２０００円※要申込
〈申込締切〉１１月２０日（水）
　・　福岡県精神保健福祉協会
☎/Ⓕ０９２-５８４-８７２０

令和元年度
精神保健福祉冬期講座

◀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情報のひろば情報のひろば ☎電話番号　Ⓕファクス番号　　  ホームページ 　　申し込み　　 問い合わせHP 問申

〈日時〉１１月２３日（土・祝）９時３０
分～１６時
〈場所〉県農林業総合試験場資源活用
研究センター（久留米市山本町）
〈内容〉試験研究内容の紹介・展示、工
作体験、農林産物加工品の販売など
※参加無料、申込不要
　県農林業総合試験場資源活用研
究センター
☎０９４２-４５-７８７０Ⓕ０９４２-４５-７９０１
　　http://farc.pref.fukuoka.jp/

ふれあいフェスタ
―久留米会場―

問

　クルマの素晴らしさや楽しさを実
感できます。モーターファンはもちろ
ん、子どもや女性も楽しめる展示、イ
ベントをたくさんご用意しています。
〈日時〉１２月２０日(金)～２３日（月）
９時３０分～１８時(２３日は１７時終了)
〈場所〉マリンメッセ福岡（福岡市博
多区沖浜町）など
〈内容〉コンセプトカーや最新型市販
車の展示、自動車産業フォーラムなど
〈入場料〉一般１５００円(前売り１３００
円)、大学・専門学校生１２００円(前
売り１０００円)
※高校生以下無料
　福岡モーターショー事務局
☎０９２-７１１-５５８３Ⓕ０９２-731-5210
　　https://www.fukuoka-motorshow.
jp/

福岡モーターショー２０１９

問

県HP

　国際連合で「世界人権宣言」が
採択された１２月１０日を最終日
とする１週間を、わが国では毎年、
「人権週間」としています。この機会
に皆さんも人権について考えてみ
ませんか。

人権週間講演会
〈日時〉１２月７日(土)１２時５５分
～１６時※開場１２時
〈場所〉クローバープラザ（春日市
原町）
〈内容〉［第１部］トークセッション
「子どもの貧困―報道の現場から―」
［第２部］全国中学生人権作文コン
テスト福岡県大会表彰式・発表会
※入場無料、申込不要

特別展
〈日時〉１２月１日(日)～令和２年２月
２９日（土）
〈場所〉クローバープラザ７階（春日
市原町）
〈内容〉子どもの貧困
〈入場料〉一般２００円、高大生１００円
※中学生以下、６５歳以上無料
　公益財団法人福岡県人権啓発
情報センター
☎０９２-５８４-１２７１Ⓕ０９２-５８４-１２７３
　　https://www.fukuokaken-jinken.or.jp/

１２月４日から１０日は
人権週間です

問

HP

HP
　人々の暮らしと自然が共存する里
山（中山間地域）の魅力が感じられ
る企画展です。八女茶の抹茶ひき体
験などのワークショップ、親子食育
講座、里山で作られた特産品などの
直売も開催します。 ※入場無料
〈期間〉１２月２６日（木）まで
〈開館時間〉８時３０分～１７時１５分
〈場所〉福岡県庁１１階 福岡よかも
んひろば（福岡市博多区東公園）
〈休館日〉土曜日、日曜日、祝日
　福岡よかもんひろば
☎０９２-６４５-１８３５Ⓕ０９２-６４５-１８３６
　　https://yokamon-hiroba.jp/

福岡よかもんひろば企画展
「ふくおか里山の恵み」

問

HP

HP

問申

　福岡県男女共同参画の日（毎年11
月の第４土曜日）に「歩みをとめず未
来へつなぐ～誰もが自分らしく活躍
する持続可能な社会のために～」を
テーマにフォーラムを開催します。
〈日時〉１１月２３日（土・祝）１０時～
１７時３０分
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
〈内容〉山下泰子さん（女子差別撤廃
条約研究の第一人者）による基調講
演の他、たくさんの企画を実施予定
です。
　福岡県男女共同参画センター
あすばる
☎０９２-５８４-１２６１Ⓕ０９２-５８４-１２６２
　　https://www.asubaru.or.jp/

あすばる男女共同参画
フォーラム２０１９

問

　糸島エリアの魅力あふれる農産
物直売所を巡るスタンプラリー。２
カ所以上のスタンプを集めると、抽
選で糸島の特産品が当たります。
〈応募方法〉糸島市内の１８の直売所
に設置している応募用紙にスタンプ
を集め、必要事項を記入して郵送し
てください。
〈応募締切〉１１月３０日（土）
※消印有効
　いとしま直売所スタンプラリー2019事務局
☎０９２-７６１-８０５７Ⓕ092-761-8138

いとしま直売所
スタンプラリー２０１９

問

県HP

HP

問申

やました やすこ

くろき としひで

よしだ

クラフト

せいじ

“介護の日”のつどい
認知症あったかホームコンサート

２０１９
　認知症をテーマに、これからの介
護やまちづくりについて考えてみま
せんか。
〈日時〉１１月２４日(日)１３時～１６時
〈場所〉パピヨン２４ガスホール
（福岡市博多区千代）
〈内容〉認知症当事者による語り場、
コンサート、展示・販売コーナー
〈定員〉５００人（先着順）※入場無料、
要申込
　・　福岡県高齢者グループホーム協議会
☎０７０-７５８６-０６４０Ⓕ０９４４-５９-１０３１
　　http://fukuokagh.sakura.ne.jp/
hp/index.html
HP

検索ほいく福岡

ほ いく福 岡
求職登録 募集中！

働きたい保育士さんの就業支援サイト
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アンケート
　　「福岡県だより１１月号」で最も関心を持たれた記事を
　　一つお答えください。
　　感想

ふくおか電子申請  プレゼントコーナー 検索

はかた地どり 水炊きセット
３～４人前を５人にプレゼントします

　地鶏ならではのかみごたえ、かむごと
に増すうま味に加え、きめ細やかな肉質、
サクッとした歯切れの良さが特長です。
提供：福岡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２問に対する
回答をご記入の上、１１月30日（土）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公式アカウント
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザーID…@pref_fukuoka

●Twitter
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@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）（１１月３０日（土）（消印有効））
 県民情報広報課「福岡県だより１１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
スマートフォン版はこちらから▶

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。

【申込方法】「ふくおか県政出前講座申込書」に必要事項を記入し、実施希望日の１カ月前までに、次のいずれかの方法で
　　　　　お申し込みください。 ※申込書の様式は、県ホームページに掲載しています。
【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】左記ホームページ県の取り組みなどを職員がお伺いし、ご説明します。

ふくおか県政出前講座

１

２

写真はイメージです

ツイッター

ライン
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イチョウやカエデなどの紅葉を日本庭園をはじめ、園内
各所で楽しめます。コンサートやマルシェ＆カフェも開催。
石橋文化センター（久留米市野中町1015）
石橋文化センター
☎0942-33-2271　ファクス0942-39-7837

●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。

場
問

筑後市
1

1
2

3

4 ６

７

５

8
9

1011

石橋文化センターもみじまつり
11月9日(土)～12月1日(日)

筑後七国　卑弥呼の火祭り
11月23日(土・祝)

音楽サロン、子ども、障がい者施設、ボランティアによる
ステージ発表の他、障がい者スポーツも体験できます。
大野城まどかぴあおよび周辺会場（大野城市曙町２-3-1）
大野城市福祉課  ☎092-580-1851  ファクス092-573-8083
大野城市社会福祉協議会  ☎092-572-7700  ファクス092-593-5829

場
問

７ 大野城市ふくしフェスティバル
12月1日（日）

日本一の大門松祭
12月1日（日）

筑後七国の象徴的な祭りが集結。能、人形芝居、太鼓など
の伝統芸能を次世代へ伝えます。地酒や食も楽しめます。
九州芸文館（筑後市津島1131）
「ちくごＪＲ芸術の郷」事業団（九州芸文館）
☎0942-52-6435　ファクス0942-52-6470

場
問

飯塚市の中心部約６６０メートルを、市民の手作りイル
ミネーションで温かく彩ります。
飯塚緑道公園（飯塚市吉原町）
飯塚市商工観光課
☎0948-22-5517　ファクス0948-22-6062

場
問

まちなかイルミネーション
11月23日(土・祝)～令和2年１月17日(金)

柳川よかもんまつり
11月23日(土・祝)～24日(日)

柳川のよかもん、うまかもんが大集合。ステージイベ
ントや特産品販売など「よかもん」だらけのお祭りです。
柳川市役所柳川庁舎一帯（柳川市本町87-1）
柳川よかもんまつり実行委員会事務局
☎0944-77-8722　ファクス0944-76-1170

場
問

3
自然豊かな山里の風景とマッチした、美しさ、重厚さ、風格
を兼ね備えた日本一の大門松が、大きな福を呼び込みます。
ドリームホープ若宮横特設会場（宮若市脇田224‐1）
宮若市観光協会
☎0949-55-9090　ファクス0949-55-9091

場
問

8

場
問

4
イルミネーションとキャンドルで彩られた会場で、大道
芸人のパフォーマンスやコンサートが行われます。
グローバルアリーナ（宗像市吉留46-1）
グローバルアリーナ
☎0940-33-8400　ファクス0940-33-8419

場
問

グローバルアリーナキャンドルガーデンクリスマス
12月22日（日）～23日（月）

男衆が唄に合わせてついた餅を神前に供えます。残っ
た餅は無病息災と安産のお守りとして振る舞われます。
下香楽公民館（築上町下香楽223-1）
築上町企画振興課 
☎0930-56-0300(内線：363)　ファクス0930-56-1405

場
問

築上町
６ 円座餅搗き

12月1日（日）

伝統ある大村神楽。燃え盛る炎が照らす中、幻想的な舞
で新年を祝います。2年に１度の湯立神楽の奉納も必見。
大富神社(豊前市四郎丸256)
豊前市生涯学習課 
☎0979-82-1111（内線：1224、1227）　ファクス0979-82-5240

場
問

10 除夜祭
12月31日(火)～令和2年1月1日(水・祝)

前年に結婚した新郎新婦を祝福する伝統行事。神社前
の池で男たちが樽を割り奪い合う樽せりは勇壮です。
春日神社（春日市春日1-110）
春日の婿押し事務局
☎092-571-4149　ファクス092-571-7921

場
問

春日市
11 春日の婿押し

令和2年1月12日(日)

福岡県だより 通巻134号

2

9
宗像市宗像市

豊前市豊前市

宮若市宮若市 ※大門松の展示は令和2年１月中旬まで

※31日23時50分開始

おおむら かぐら

ゆだて かぐら

たる

ち くご

え ん ざ

おおかどまつまつり

もち つ

ななこく

マンガ・アニメ・ゲームなどのポップカルチャーをテー
マにした九州最大級のイベントです。
西日本総合展示場新館（北九州市小倉北区浅野3-8-1）
北九州市MICE推進課 
☎093-551-8152　ファクス093-551-8151

５ 北九州ポップカルチャーフェスティバル
11月30日（土）～12月1日（日）

❽日本一の大門松祭（宮若市）❽日本一の大門松祭（宮若市）

※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

筑後市筑後市

柳川市柳川市

飯塚市飯塚市

北九州市北九州市

❾グローバルアリーナキャンドルガーデンクリスマス（宗像市）❾グローバルアリーナキャンドルガーデンクリスマス（宗像市）

1
久留米市久留米市

大野城市大野城市

お
ク
で
リ
か
ッ
け
プ
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