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●テレビ番組
TVQ「ハロー！ふくおか県」
  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 ９時３５分～９時40分

●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka
https://twitter.com/Pref_Fukuoka

http：//webtv.pref.fukuoka.lg.jp

県広報テレビ・ラジオ
ふくおかインターネットテレビ

（ツイッター）

県ホームページでも閲覧できます。 福岡県の広報活動　検索

この広報紙は再生紙を使用しています。　　

県政ニュースや観光情報などを動画で配信！
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×　小川 洋
小川知事が、福岡出身で、「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産応援大使としても活躍し

ている歌手の森口博子さんと対談し、同遺産群の世界遺産登録推進に向けた思いや、ふるさと福岡県
に対する気持ち、夢に向かって挑戦することの大切さなどを語り合いました。

森口 博子さん
歌手

福岡県
知事　

特別
対談
特別
対談

福岡市出身。昭和６０年、アニメ「機動戦士Zガン
ダム」の主題歌で歌手デビュー。平成27年、芸
能活動３０周年を迎えた。平成２２年、「『神宿る
島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産応援
大使に就任。

歌手 森口 博子(もりぐち ひろこ）
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。

福岡県知事 小川 洋(おがわ ひろし）

知事：

知事：

知事：

知事： 知事：

知事：

知事：

知事：

森口：

森口：

知事：

森口：

森口：

森口：

森口：森口博子さん（以下　森口）　

平成27年７月、森口さんに応援大使をお願い
しています「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺
産群」がユネスコ世界遺産の国内推薦候補に
決定しました。ありがとうございます。
　　　　　　　　こちらこそ、知事から推薦
決定のご連絡をいただいた時は、「やったー！」
と感激しました。ありがとうございます。知事の
熱心な呼びかけあってこそです。大使のお話を
いただいたときは、母の故郷、宗像にある沖ノ
島ということで、何か不思議な縁に導かれたよ
うな気がして、その神秘性や素晴らしさを多く
の人に伝えなければと思い、活動してきました。
応援大使の森口さんには、直接お伝えしたくて
連絡しました。平成２５年に初めて沖ノ島に渡っ
たとき、その神秘性・神聖性に心が震え、まさに
人類の宝だと感じました。
島そのものがご神体の沖ノ島には、「禊」や
「不言様」など、長い年月をかけて守り伝えられ
てきたルールがあります。それ故に、世界遺産
にふさわしい価値が引き継がれてきたのだと
思います。これからも、守り伝えられてきたルー

て皆さん大切な先輩、後輩です。
福岡の皆さんには、外から来る人や文化を温
かく受け入れる素地があると思います。これ
は、アジアと近く、古くから大陸との交流の
窓口として発展してきたことも関係している
と思います。
福岡に引っ越してこられた方も、すぐになじん
で、このままずっと住みたいってよくおっしゃっ
ていますよね。
福岡に移転された企業の皆さんも、福岡の住
みやすさ、豊かな自然、おいしい食べ物のこと
を、口々に褒めてくださいます。それを聞かれた
方が福岡に興味を持ってくださる。そして、森
口さんのように、福岡で育った方が、地元の心
を忘れずに東京でご活躍され、福岡の情報を
発信していただく。私たち福岡県民にとって大
変心強い存在です。
福岡は私を育ててくれたルーツ。東京での生活
がどんなに長くなっても、地元への感謝、恩返
しの気持ちを忘れずに、皆さんの元気、生きる
力になることを歌やテレビ、舞台を通じて表現
し続けていきたいです。

森口さんが通われた高宮中学校は、タモリさん、
高橋真梨子さん、博多華丸さん、氷川きよしさ
んといった芸能界のそうそうたる顔ぶれが卒
業されています。故郷が同じというだけで親近
感がわき、応援したくなります。福岡の皆さん
は地元が本当に大好きです。ある意識調査に
よると、出身地に対する「愛着度」は福岡県が
第一位です。
それは納得の結果です。同郷の皆さんとは、仲
間意識が強いです。特に、中学校の大先輩の
タモリさんには、高宮中学校の同窓会をご自
宅で開いていただき、可愛がってもらっていま
す ！ 地元の言葉でリラックスできる、私にとっ

めずに、目の前の仕事をしっかりとやっていく
ことが必ず歌の仕事につながると思い、一生懸
命やっていたら、「機動戦士ガンダムF91」の映
画主題歌の話をいただきました。その歌が初め
てベスト１０に入り、紅白歌合戦にも出場させて
いただき、全国ツアーにもつながりました。夢に
向かっていく中で壁に当たることもあると思い
ます。でも、逃げずにやり続けることがチャンス
につながるのだと実感しました。
目標に向かって、達成するまで続けることが最
も大切ですよね。挫折や困難はあるけど、道は
たくさんあって、目標がある限り次に進めます。
あと、忘れてはならないのは、自分の情熱も大
切だけど、夢を実現できるのは人との出会いや
支えがあってこそだと思います。これからも、ど
んなことにも心から「ありがとう」と言える人で
ありたいです。母から「どんなことがあっても笑
顔で。絶対にいいことがある」と言われています。
素晴らしいメッセージ、ありがとうございます。
これからの社会は、グローバルな視点、いろん
な観点から物事を捉える力が求められます。
「Think globally ，act locally」、若い世代に
は、国際的な視野で物事を考えて、地域のため
に活躍する人間に育ってもらいたいし、いろい
ろなことに挑戦して、本当にやりたいことが見
つかったら、森口さんのようにずっと続けても
らいたいと思います。一層のご活躍を期待して
います。
これからも背中を見られる緊張感を忘れずに
「一音入魂」で走り続けたいと思います。
私も、県民の皆さんがこの県に生まれてよかっ
た、生活してよかったと思っていただける福岡
県を目指して走り続けます。今日は本当にあり
がとうございました。

デビュー30周年、本当におめでとうございます。
芸能界で30年も活躍を続けることは並大抵の
ことではないと思います。いろいろ困難なこと
もあったと思いますが、夢を目指す若い人たち
にメッセージがあればお願いします。
ありがとうございます。４歳からずっと憧れた歌
手。「なりたい」ではなく「絶対なる」という思い
でオーディションを受け続けました。デビューし
た後、一度リストラ宣告を受けましたが、あきら

ルを守りながら、沖ノ島はもちろん、宗像大社
や新原・奴山古墳群などの関連資産の保存と
利活用のため、皆さんと知恵を出し合い、後世
に伝えていきたいと思います。そして、平成29
年には、何としても、森口さんや多くの皆さんと
世界遺産登録の喜びを分かち合いたいですね。

世界遺産登録候補決定に「やったー！」

わたしのルーツ、福岡県への恩返しの気持ちを

夢をあきらめないことの大切さ

みそぎ

しんばる ぬ　やま

おいわずさま
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福岡県広報部長

エコトン
が
ゆく！

障害者の皆さんが作った「まごころ製品」を来場した
皆さんに投票していただき、「おいしい」「かわいい」「贈
りたい」の３部門でグランプリを決定する、「『まごころ
製品』美味しいものグランプリ」が１０月１４日、JR博多
駅前で開催されま
した。エントリーし
た38商品の出展
ブースは、商品を
試食したり購入す
る多くの人で賑わ
いました。

この遺産群は、宗像大社の三宮である沖津宮、中
津宮、辺津宮と、沖津宮遙拝所（宗像市）、新原・奴山
古墳群（福津市）の５つで構成されているよ。４世紀後
半から９世紀末までの約５００年間にわたる祭祀（神様
へお祈りするまつり）の遺跡が、そのままの形で残り、
この国の古代祭祀の移り変わりを示すとともに、その
信仰が現在まで受け継がれている世界でも類のない
高い価値がある遺産なんだよ。

障害者福祉課　☎０９２-６４３-３２６３問

おいしい！かわいい！贈りたい！

県政フラッシュ

１０月２２日、県内企業における正規雇用の拡大、促進
を目的とした「福岡県正規雇用促進企業支援セン
ター」が開所されました。センターでは、県内企業に対
して雇用促進アドバイザーおよび企業コーディネー
ターが、正規雇
用化のメリットや、
採用ノウハウの
助言などを行い、
正規雇用への転
換や人材確保を
後押しします。

労働政策課　☎０９２-６４３-３５９２問

正規雇用促進に向けて

１０月２６日、小川知事は、福岡のおいしいものをPRする
「福岡うまかもん大使」と東京都中央卸売市場でトップ
セールスを行いました。色づきが良く、甘さも糖度１２度
以上のものを厳選した温州みかん「北原早生」をはじめ、
カキやキウイフルーツなどおいしい福岡の秋の果物を、
多くの消費者の
元に届けていた
だけるよう、市
場関係者に熱
心なPRを行いま
した。

園芸振興課　☎０９２-６４３-３４８９問

おいしい福岡 東京でPR！

ラグビーワールドカップ２０１５で大活躍した五郎丸
歩選手が、幼少の頃から現在までの自分とラグビーを
語った「不動の魂」を寄贈するため、１０月２３日、県庁を
訪れました。ロビーには、約１５００人の県民の皆さんが
集まり、五郎丸選手を大歓声で迎えるなか、贈呈セレモ
ニーが行われま
した。寄贈された
著書は、今後、県
内の中学校や高
等学校に配布さ
れます。

県民文化スポーツ課　☎０９２-６４３-３４０5問

ラグビー日本代表 五郎丸選手が来庁

文化遺産の保護・保存に取り組む国際イコモスは、
今年創立５０周年を迎えます。１０月２６日から２９日にか
けて、国内では２０年ぶり２度目、九州では初めてとなる
「国際イコモス年次総会」が福岡市で開催されました。
５６カ国228人
の参加者が、文
化遺産保護の
現状と保存に
向けた課題に
ついて活発な
議論を交わし
ました。
世界遺産登録推進室　☎０９２-６４３-３１６２問

世界の文化遺産保護に向けて

男女が共に子育てをしながら、社会で活躍できる環
境づくりを進める福岡県。男性の子育てを応援するた
め、１０月３１日、福岡市で子育て中の男性などを対象と
した「家事・育児実践塾」が開催されました。実践塾で
は、料理初心者でも手早く作れるメニューで調理実習
が行われ、参加
者は家族におい
しい料理を食べ
てもらおうと真
剣に挑戦してい
ました。

子育て支援課　☎０９２-６４３-３３１１問

パパが「パパっと」ごはんを作ります

きたはら わ   せうんしゅう

宗像大社辺津宮（神宝館を併設）
宗像市田島２３３１
☎0940-62-1311（宗像大社社務所）
沖津宮、中津宮を合わせた三宮

の中心。
現在では、交通安全の神様とし

ても多くの人々の信仰を集めてい
るよ。

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群とは？

問い合わせ：世界遺産登録推進室　
　　　　　　☎０９２-６４３-３１62

海の道むなかた館
（宗像大社前） ☎0940-62-2600
館内の３Dシアターで、沖ノ島の
神秘的な世界をリアルに体験できる
よ。宗像市内の遺跡から見つかった
貴重な出土品も展示しているよ。

宗像大社神宝館
沖ノ島から出土した約8万点に及ぶ奉献品（全て国宝に指定）を収蔵展示しているよ。

世界文化遺産国内推薦候補に決定した「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」をエコトンが紹介するよ。
平成２９年の世界文化遺産登録に向けて県民の皆さんと一緒に盛り上げていこう！　

新原・奴山古墳群 福津市勝浦
☎0940-52-4968（福津市教育総務課）
かつてこの一帯を支配し、沖ノ島の祭祀

を行っていた宗像氏のお墓だよ。
沖ノ島へ続く海を見渡せる場所に、４１

基の古墳が築かれているよ。

しん　ばる

宗像大社では、
航海の安全を守る
宗像三女神を祭っ
ているんだ。

宗像大社中津宮（大島）
宗像市大島1811
☎0940-72-2007（宗像大社中津宮）
中津宮のある大島は、沖ノ島に最も近
づける場所にあるんだ。御嶽山の山頂か
らは、沖ノ島をよく見ることができるよ。

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。

沖ノ島（宗像大社沖津宮）
島全体が御神体（神宿るもの）で入
島することはできないんだ。不言様や
禊など多くのしきたりによって守られ
ているんだよ。
約８万点の出土品はすべて国宝に
指定されているんだ。

おいわずさま

みそぎ

ぬ やま
へ　　つ　みや

なか　つ　みや

沖津宮遙拝所（大島）
宗像市大島1293
☎0940-62-1311
（宗像大社社務所）
入島が厳しく制限されてい

る沖ノ島を遠くから拝むため
に設けられたんだ。

よう　はいしょ

エコトン

おき　つ　みや
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福岡県広報部長

エコトン
が
ゆく！

障害者の皆さんが作った「まごころ製品」を来場した
皆さんに投票していただき、「おいしい」「かわいい」「贈
りたい」の３部門でグランプリを決定する、「『まごころ
製品』美味しいものグランプリ」が１０月１４日、JR博多
駅前で開催されま
した。エントリーし
た38商品の出展
ブースは、商品を
試食したり購入す
る多くの人で賑わ
いました。

この遺産群は、宗像大社の三宮である沖津宮、中
津宮、辺津宮と、沖津宮遙拝所（宗像市）、新原・奴山
古墳群（福津市）の５つで構成されているよ。４世紀後
半から９世紀末までの約５００年間にわたる祭祀（神様
へお祈りするまつり）の遺跡が、そのままの形で残り、
この国の古代祭祀の移り変わりを示すとともに、その
信仰が現在まで受け継がれている世界でも類のない
高い価値がある遺産なんだよ。

障害者福祉課　☎０９２-６４３-３２６３問

おいしい！かわいい！贈りたい！

県政フラッシュ

１０月２２日、県内企業における正規雇用の拡大、促進
を目的とした「福岡県正規雇用促進企業支援セン
ター」が開所されました。センターでは、県内企業に対
して雇用促進アドバイザーおよび企業コーディネー
ターが、正規雇
用化のメリットや、
採用ノウハウの
助言などを行い、
正規雇用への転
換や人材確保を
後押しします。

労働政策課　☎０９２-６４３-３５９２問

正規雇用促進に向けて

１０月２６日、小川知事は、福岡のおいしいものをPRする
「福岡うまかもん大使」と東京都中央卸売市場でトップ
セールスを行いました。色づきが良く、甘さも糖度１２度
以上のものを厳選した温州みかん「北原早生」をはじめ、
カキやキウイフルーツなどおいしい福岡の秋の果物を、
多くの消費者の
元に届けていた
だけるよう、市
場関係者に熱
心なPRを行いま
した。

園芸振興課　☎０９２-６４３-３４８９問

おいしい福岡 東京でPR！

ラグビーワールドカップ２０１５で大活躍した五郎丸
歩選手が、幼少の頃から現在までの自分とラグビーを
語った「不動の魂」を寄贈するため、１０月２３日、県庁を
訪れました。ロビーには、約１５００人の県民の皆さんが
集まり、五郎丸選手を大歓声で迎えるなか、贈呈セレモ
ニーが行われま
した。寄贈された
著書は、今後、県
内の中学校や高
等学校に配布さ
れます。

県民文化スポーツ課　☎０９２-６４３-３４０5問

ラグビー日本代表 五郎丸選手が来庁

文化遺産の保護・保存に取り組む国際イコモスは、
今年創立５０周年を迎えます。１０月２６日から２９日にか
けて、国内では２０年ぶり２度目、九州では初めてとなる
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５６カ国228人
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化遺産保護の
現状と保存に
向けた課題に
ついて活発な
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ました。
世界遺産登録推進室　☎０９２-６４３-３１６２問

世界の文化遺産保護に向けて

男女が共に子育てをしながら、社会で活躍できる環
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が行われ、参加
者は家族におい
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子育て支援課　☎０９２-６４３-３３１１問

パパが「パパっと」ごはんを作ります

きたはら わ   せうんしゅう

宗像大社辺津宮（神宝館を併設）
宗像市田島２３３１
☎0940-62-1311（宗像大社社務所）
沖津宮、中津宮を合わせた三宮

の中心。
現在では、交通安全の神様とし
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るよ。
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しん　ばる
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航海の安全を守る
宗像三女神を祭っ
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宗像市大島1811
☎0940-72-2007（宗像大社中津宮）
中津宮のある大島は、沖ノ島に最も近
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おいわずさま

みそぎ

ぬ やま
へ　　つ　みや

なか　つ　みや
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（宗像大社社務所）
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よう　はいしょ

エコトン

おき　つ　みや
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マイナンバー総合フリーダイヤル
☎０１２０-９５-０１７８

詐欺に注意！！
無料

性暴力被害を
受けたあなたは
何も悪くありません

性暴力被害者支援センター・ふくおか性暴力被害者支援センター・ふくおか
～いつでも、安心してお電話ください～

問い合わせ：生活安全課　☎０９２-６４３-３１２４

問い合わせ：情報政策課　☎０９２-６４３-３１97

マイナンバー（個人番号）とは、国民一人一人が持つ１２桁の
番号のことです。
１月以降、行政手続で申請書などへのマイナンバーの記載が
必要となります。皆さんのマイナンバーをお知らせするために
届けられた「通知カード」は、大切に保管しましょう。
※「通知カード」を受け取られていない方は住民票のある市　
町村へお問い合わせください。

『性暴力被害者支援セン
ター・ふくおか』では夜間・深
夜でも緊急に対応できるよ
う２４時間・３６５日、性暴力被
害に遭われた方(性別は問い
ません)の相談に応じていま
す。匿名でも大丈夫です。
ひとりで抱え込まずにぜ
ひご相談ください。

＜個人番号カード＞
ICチップが搭載された顔写真入りのカードです。郵送などで本人の

顔写真を添えて申請すれば無料で交付※（1月以降、市町村窓口で交
付）され、本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。 ●各種行政手続（e-Taxなど）や各種民間

（ネットバンキングなど）のオンライン申請
●コンビニなどでの、住民票の写しや印鑑
登録証明書といった公的な証明書の取得

※サービスの内容は自治体により異なります。詳し
くはお住まいの市町村へお問い合わせください。

●税務署や市町村に提出
する確定申告や市町村
民税・県民税申告　など

●年金の資格取得や確認・給付
●雇用保険の資格取得や確認・支給申請
●介護保険の認定請求
●国民健康保険の被保険者資格取得申請
●福祉分野の給付・生活保護申請　など

●被災者生活再建支援金の
支給申請　など

平 日
土日祝
F A X

/9時30分～22時 
/9時30分～17時30分（12/29～1/3除く）
/０３-３５０５-３８５２（聴覚障害者の方専用）

マイナンバー制度に便乗して口座
番号や年金・保険などの個人情報
を聞き出したり、お金を要求したり
する事案が発生しています。

福岡県　マイナンバー　検索

性暴力　ふくおか　検索

マイナンバーに
ついて詳しくは

表 裏

社会保障 災害対策税

年金 労働
医療 福祉

今後、「個人番号カード」では
こんなメリットが

性暴力被害者支援センター・ふくおか　
《相談専用電話》 ０９２-７６２-０７９９

具体的な支援内容

２４時間
３６５日

秘密厳守秘密厳守 相談無料相談無料

あやしいな…と思ったらご相談ください
消費者ホットライン１８８番（局番なし）

　田畑を荒らすイノシシ、シカは農林作物被害をもた
らす一方、食文化としての歴史は長く、ヨーロッパでは
「ジビエ」として古くから親しまれています。みやこ町で
は県内で先駆けて、捕獲されたイノシシやシカの肉を
活用しようと、5年前から「みやこ肉」と名付けて販売
を始めました。
おいしい肉にするために、町の加工施設には捕獲か

ら1時間以内のイノシシ、シカが持ち込まれ、県のガイ
ドラインに従って加工されます。「安心して食べていた
だけるよう、徹底した衛生管理の下、良好な肉質を得
るための処理を行います」と施設長の山本さん。

問い合わせ
みやこ町農林産物直売所「よってこ四季犀館」
（みやこ町犀川生立５４‒１）　☎０９３０‒４２‒３３３９
みやこ町豊津物産直売所「国府の郷」
（みやこ町国作４６４-１）　☎０９３０‒３３‒６６２０
※その他、JA福岡京築の直売所や、よってこ四季犀館のオン
　ラインショップでも購入できます。

みやこ肉〔イノシシ肉、シカ肉〕

（みやこ町）

みやこ肉で町おこしに取り組む皆さん

精肉だけでなく、レトルトカレーやジャーキー、
猪鍋セットなど加工品も豊富

「町のPRに活
用したい」とみや
こ観光まちづくり
協会長の田中さ
んも、「ジビエレ
シピコンテスト」
や「みやこジビエ
SAI」（平成28年3月20日開催）などのイベントで後押
しします。
「自然豊かな里山で育ったイノシシやシカは高たん
ぱくで低カロリー。鉄分も多く、幅広い年代の方におす
すめ」と、直売所・よってこ四季犀館の森さん。天然のう
ま味あふれる「みやこ肉」を一度味わってみませんか。

※初回の交付手数料は無料ですが、紛失などに伴う再交付手数料は有料です。

便利な「個人番号カード」が無料で取得できます。2.

皆さんに「通知カード」が届きます。1.

マイナンバーの記載が必要な行政手続き

あなたのマイナンバーです

●専門相談員による電話や面接 
　での相談
●支援制度・専門機関の紹介
●病院・警察・裁判所などへの
　付き添い
●性犯罪被害直後の被害者に対
　するカウンセリング、弁護士に
　よる法律相談

問い合わせ：生活安全課　☎０９２-６４３-３１２４

食

ふ

くお
かの

誰にも相談できず
悩んでいませんか？

※破れや水ぬれにご注意ください。

健康保険証としての利用も可能となるよう
検討されています。

いよいよマイナンバーの利用が始まります

し　き　さいかん
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１８歳以上の発達障害者とその保護
者を対象とした交流会(県障害者福
祉課主催)を毎月県内２カ所で開催
しています｡日頃の思いを同じ立場
の方同士で話してみませんか。日程
や各回の交流会のテーマなど、詳し
くはホームページをご覧ください。
〈開催場所〉
イイヅカコミュニティセンター(飯
塚市飯塚)、クローバープラザ(春
日市原町)など
〈定員〉各回１０人程度　※先着順、
参加無料
〈申し込み･問い合わせ〉ＮＰＯ法人
発達障がい者就労支援ゆあしっぷ
☎０７０-５４８２-３４３２
ファクス　０９２-584-8486
……………………………………

◀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/

【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】上記ホームページ
※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。

県政提案メール
県政に対するご意見、ご提案を受け付けています。

情報のひろば

大人の発達障害者等のための
交流会

種まき・作付けから収穫まで、プロ
の農家の指導で野菜づくりを満
喫してみませんか？平成２８年４月
からの入園者を募集します。説明
会の日程など、詳しくはお問い合
わせください。
〈場所〉久山町、粕屋町の農園
〈会費〉１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
〈ホームページ〉
http://kasuya-chunanbu.jp/
……………………………………

農業体験入園

福岡県学生会館入館生

「第２８回アジア太平洋こども会
議・イン福岡」に参加する外国の
子どもたちやその引率者を自宅
に招き、一緒に生活するホスト
ファミリーを募集します。
〈募集予定数〉約２６０家庭
〈応募方法〉
ホームページから申込用紙をダウ
ンロードし郵送またはインター
ネットで応募
〈応募締切〉平成２８年２月１７日
（水）１８時※必着
〈受け入れ時期〉
平成２８年７月１５日から１週間程度
〈問い合わせ〉NPOアジア太平洋
こども会議・イン福岡
☎０９２-７３４-７７００
〈ホームページ〉
http://www.apcc.gr.jp/　
……………………………………

早期治療・継続的な定期検査はそ
の後の重症化を予防することが
できます。ぜひ、ご活用ください。
〈助成対象〉
①肝炎ウイルス検診で陽性と判
定された人の精密検査費用
②肝炎ウイルスが原因となる慢性
肝炎・肝硬変・肝がん患者の定期
検査費用※条件あり
〈問い合わせ〉お住まいの地域の
保健所
県健康増進課
☎０９２-６４３-３３０７
……………………………………

ホストファミリー大募集！

入居の必要状況を点数化し､点数
の高い方から順に入居者を決定
します｡募集対象団地および募集
戸数については、平成２８年１月１２
日から配布する募集案内書また
はホームページをご覧ください。
〈申込締切〉平成２８年１月２０日（水）
〈募集案内書配布場所〉
市区町村役場､福岡県住宅供給
公社、各地区の公社管理事務所・
各出張所、県庁総合案内､県営住
宅課、各地区県民情報コーナー
〈問い合わせ〉福岡県住宅供給公社
☎０９２-７８１-８０２９
〈ホームページ〉
http://www.lsf.jp
……………………………………

県営住宅入居者
（ポイント方式）

文化・芸術の祭典「ふくおか県民
文化祭」の来年度の開催テーマを
募集します。採用者には、九州国
立博物館ペア招待券と図書カード
（５千円分）をプレゼント！
〈応募締切〉１月２９日（金）※必着
〈応募方法〉①テーマ②テーマの説
明③郵便番号④住所⑤電話番号⑥
氏名⑦年齢⑧職業（在学中の場合
は学校名、学年）を明記のうえ、ハガ
キ、ファクス、電子メールで応募。
〈応募先〉
郵送　〒８１２-８５７７　福岡県県民
文化スポーツ課文化班※住所不要
ファクス　０９２-６４３-３４０８
電子メール
kenbun@pref.fukuoka.lg.jp
〈問い合わせ〉県民文化スポーツ課
☎０９２-６４３-３３８２
〈ホームページ〉
http://www.kenbunsai-fuku
oka.jp
……………………………………

〈受験資格〉高校入学資格がある満
２０歳以上の人（平成２８年４月１日
現在）
〈試験日〉平成２８年３月８日（火）・９日（水）
〈選抜方法〉作文※面接を行う学校あり
〈願書配布場所・試験会場〉
志願先高校
〈願書受付期間〉
平成２８年２月１５日（月）～２２日
（月）（最終日は正午まで）
※一部当該特例措置のない学校あり
〈問い合わせ〉高校教育課
☎０９２-６４３-３９０４または志願先高校 
……………………………………

第２４回ふくおか県民文化祭２０１６
開催テーマ

募　集

県立高校定時制課程入試
（特例措置）

試　験 肝炎ウイルス陽性者の
検査費用を助成しています

職場や地域で活躍したいとお考え
の高齢者の皆さんを後押しします！
〈内容〉企業との面談、専門相談員へ
の相談など　※参加無料・申込不要
〈日時〉平成２８年２月１０日（水）１３
時～１６時（受付１２時～１５時３０分）
〈場所〉北九州市立商工貿易会館
（小倉北区古船場町）
〈問い合わせ〉福岡県７０歳現役応
援センター　北九州オフィス
☎０９３-５１３-８１８８
〈ホームページ〉http://70-f.net/
……………………………………

中小企業者の経営の改善及び向上に対する自主的な取組が促進される
こと。
県、関係機関、県民が相互に連携し、協力することにより推進されること。
多様な産業の集積、豊富な人材、高品質な農林水産物その他の本県の
有する特性が活かされること。
小規模企業の振興については、その事業の持続的な発展が図られるよ
う十分な配慮がなされること。

中小企業の成長段階に応じて支援
・創業の促進
・経営基盤の強化の促進
・新たな事業展開の促進
小規模企業者の事業の持続的な発展を支援
地域において支援体制を整備して、関係
機関が緊密に連携し支援

高齢者のための
しごと・ボランティア合同説明会

福岡県司法書士会では２月の間、毎
日無料面談相談会を開催します。お
気軽にご相談ください。※要予約
【平日】
〈場所〉県内各地会員事務所（相談
可能事務所はホームページに掲載）
〈時間〉９時～１７時
【土日・祝日】
〈場所〉福岡県司法書士会会館
（福岡市中央区舞鶴）
〈時間〉１０時～１２時
〈予約・問い合わせ〉福岡県司法
書士会※平日のみ受け付け
☎０９２-７２２-４１３１
〈ホームページ〉https://www.
fukuokashihoushoshi.net/　 
……………………………………

相続登記はお済みですか？

平成２８年２月１５日から３月末（予定）までの期間、工事のため全館休館
となります。再オープンの日程は後日ホームページでお知らせします。
〈問い合わせ〉福岡県立美術館　☎０９２-７１５-３５５１
〈ホームページ〉http://fukuoka-kenbi.jp/

福岡県立美術館の休館について

１９８９年の国際連合総会で採択さ
れ、わが国では１９９４年に発効した
「児童の権利に関する条約」は、１８
歳未満のすべての子どもの権利や
自由を尊重し、子どもに対する保護
と援助を図り、その健やかな成長や
幸せのためにつくられたものです。
【条約の主な内容】
●子どもは教育を受けることや遊
ぶことが認められるべきです。

●子どもは自由に考え、信じること
が認められるべきです。

●家庭環境に恵まれない子どもに
保護と援助が与えられるべきです。

●子どもは、あらゆる差別や暴力、
虐待などの不当な扱いから守ら
れるべきです。

〈問い合わせ〉
青少年課　☎０９２-６４３-３３８７
……………………………………

ご存知ですか
「児童の権利に関する条約」

子育て、非行やいじめ、ひきこもり、
就労などの悩みを抱える子どもや
若者とその保護者を対象に、電話
や面談による無料の相談窓口を開
設します。
〈日時〉平成２８年１月２９日（金）～
３０日（土）９時３０分～１６時３０分
〈相談専用電話番号〉
☎ ０９２-５７４-５５４１
〈場所〉大野城まどかぴあ（大野城
市）※面接の事前予約可
〈予約・問い合わせ〉青少年課
☎０９２-６４３-３３８８ 
……………………………………

親と子のなやみ相談窓口

中小企業振興条例を制定しました

電話で「お金」は
すべて詐欺！

すぐに相談、１１０番！

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

省エネ・節電に取り組む「エコ
ファミリー」を募集しています。
参加世帯には、協賛店で割引
などの特典が受けられる「エコ
ファミリー応援パスポート」を
進呈します。
〈問い合わせ〉環境保全課
☎０９２-６４３-３３５６
省エネ・節電に関する情報は
こちら→

ふくおか省エネ・節電
県民運動実施中！

お知らせ

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

福岡県警　ニセ電話　検索

ふくおかエコライフ　検索

〈対象〉東京近郊の大学に初めて
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〉英彦寮（男子）５０人、
筑紫寮（女子）２０人※洋室･１人部屋
〈募集期間〉１２月２４日（木）～平
成２８年２月１日（月）
〈入館期間〉平成２８年４月１日から２
年間
〈負担経費〉入館費：５万円、館費：
月額５万円（朝･夕食費込み）
※電気使用料など別途負担あり
〈所在地〉神奈川県横浜市青葉区
荏田西
〈問い合わせ〉福岡県教育文化奨
学財団
☎０９２-６４１-７３２６
……………………………………

えい　げん

つく　し

中小企業の振興を総合的かつ計画的に推進し、本県経済の健全な発展及び県民生活の向上を図るため、
平成２７年１０月、「福岡県中小企業振興条例」を制定しました。

問い合わせ：中小企業振興課　☎０９２-６４３-３４２５

～全ての関係者が連携・協力して中小企業を支援していきます～

【基本理念】 【基本的施策】
○

○
○

○

○

○
○

福岡県中小企業振興条例　検索
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飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

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相談に
親身に応じます。
〈相談時間〉
平日１０時～１２時、１３時～１６時
〈相談専用電話〉
☎０９２-６０９-９１１０

写真家の横山二郎氏がフィンラン
ド北部で撮影したオーロラの写真
を展示。美しい光が地上を包み込
む幻想的な風景や宇宙の中に浮
かぶ地球と太陽とのつながりを感
じることができます。
〈期間〉平成２８年２月６日（土）～２８
日（日）
〈場所〉青少年科学館（久留米市
東櫛原町）
〈問い合わせ〉青少年科学館
☎０９４２-３７-５５６６
〈ホームページ〉
http://www.science.pref.fukuoka.jp/
……………………………………

◀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/

場 場所 問 問い合わせ

※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。福岡県ホームページ「イベント情報」にも
県内各地のおでかけ情報を掲載しています。

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。

大江天満神社（みやま市瀬高町大江１４８８）
みやま市社会教育課 ☎０９４４-３２-９１８３

場

問

場

問

綱敷天満宮（築上町高塚７９４-２）
築上町商工課 ☎０９３０-５２-０００１

六所宮境内粟島神社（筑後市羽犬塚６５２-１）
筑後市商工観光課 ☎０９４２-６５-７０２４

場

問

北九州市小倉都心部
小倉食市食座実行委員会 ☎０９３-５２１-６８０１

日本芸能の原点として７００年の伝統を持つ、国指定重
要無形民俗文化財の幸若舞が観覧できます。

１月２０日（水）
幸 若 舞

上野焼陶芸館（福智町上野２８１１）
上野焼協同組合 ☎０９４７-２８-５８６４

ハート型のかわいい猪口や酒器などを販売します。
バレンタインのプレゼントにいかがですか。

２月１日（月）～１４日（日）
上野焼バレンタインちょこ

糸島市志摩小富士
糸島市観光協会 ☎０９２-３２２-２０９８

可也山の南山麓に広がる約３０００本の白梅の香りが
訪れる人を魅了します。

２月中旬～３月上旬
小富士梅林

開催日により異なります。詳しくはお問い合わせください。
柳川市観光案内所 ☎０９４４-７４-０８９１

女児の健やかな成長を願った伝統行事。水上パレード
や流し雛祭りなどが開催されます。

２月１１日（木・祝）～４月３日（日）
柳川雛祭りさげもんめぐり

八女市福島地区
茶のくに観光案内所 ☎０９４３-２2-6644

八女地方独自の「箱雛」を中心に商店街など約１００カ
所に雛人形が展示されます。

２月１４日（日）～３月１３日（日）
雛の里八女ぼんぼりまつり

参加店舗がお得な割引特典や限定メニューなどを
用意。北九州市の食を楽しめます。

２月２０日（土）～２月２８日（日）
小倉食市食座

千本の白梅や紅梅が咲き乱れる中、神楽の披露や
お茶会、特産品の販売などが行われます。

２月１０日（水）～３月上旬
しいだ梅まつり

城島町民の森（久留米市城島町楢津７６４）
城島酒蔵びらき実行委員会事務局 ☎０９４２-６４-３６４９

九州最大の早春酒蔵びらき。「城島の酒飲み比べ」
や「角打ち」のほか、開放酒蔵めぐりが楽しめます。

２月１３日（土）～２月１４日（日）
城島酒蔵びらき

医薬（婦人病）の神様が祭られる粟島神社。毎年桃の
節句に祭が行われます。ミニ鳥居くぐりが人気です。

３月３日（木）
粟島神社大祭

芦屋歴史の里（芦屋町山鹿１２００）
☎０９３-２２２-２５５５

場

問

場 問

場

問

場

問

場

問

場

問

場

問

場

問

福岡藩最大の役者集団であった芦屋歌舞伎役者。
中世から明治まで続いた歴史を紹介します。

１月１９日（火）～５月１日（日）
芦屋の役者展

あんずの里市（福津市勝浦１667-１）
あんずの里市利用組合 ☎０９４０-５２-５９９５

色鮮やかなあんずの花と一緒に歌や踊りが楽しめ
ます。だんご汁３０００食の振る舞いもあります。

３月１３日（日）
あんず祭り②幸若舞（みやま市）

③上野焼バレンタインちょこ（福智町）
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日本固有の領土である北方
領土は、ロシアによって不法
に占拠されたまま現在に至っ
ています。一日も早い北方領
土の返還に向けて国民世論
を盛り上げましょう。
〈問い合わせ〉県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０１　

２月７日は
「北方領土の日」

催　し
巡回展

「オーロラ～宇宙からの手紙～」 福岡三越で、障害者の皆さんがつ
くる選りすぐりの「まごころ製品」
を一堂に展示、販売します。
〈日時〉平成２８年１月２０日（水）～
２４日（日）１０時～２０時
※最終日は１８時まで
※１月２３日（土）、２４日（日）はプ
ロの料理人と障害者の皆さんに
よる共同制作の料理を提供します。
〈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〉障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６３
ファクス ０９２-６４３-３３０４　
……………………………………

「まごころ製品」大規模販売会

〈日時〉平成２８年１月２３日（土）
１３時～１６時４５分
〈場所〉パピヨン２４ガスホール（福
岡市博多区千代）
〈内容〉講演「認知症の人に学び、
ともに歩む社会の生き方」（元
NHKキャスター　町永俊雄さん）、
認知症サポーター養成講座、コン
サート、展示・販売コーナー
〈定員〉先着５００人　※参加無料
〈申し込み・問い合わせ〉福岡県高
齢者グループホーム協議会　
☎０８０-９０５６-４２５０
〈ホームページ〉
http://www.fukuokagh.sak
ura.ne.jp/hp/
……………………………………

認知症あったか
ホームコンサート 

筑後地域に空き家をお持ちの方や
筑後地域への移住をお考えの方を
対象としたセミナーです。
〈日時〉２月２８日（日）１３時～１６時
〈場所〉アクロス福岡（福岡市中央区）
〈内容〉ちくご暮らしの魅力を語る
シンポジウム、空き家バンク相談会
〈定員〉１００人　※先着順、参加無料
〈申込締切〉２月１９日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉広域地域
振興課　☎０９２-６４３-３１７７
〈ホームページ〉
http://kurashi.chikugolife.jp/
……………………………………

ちくごで暮らすための
空き家活用セミナー

HPHP

HP

HP

ちょ　こ

こう    わか   まい

あが の

あわ　しま

ろくしょぐう

はこ　びな か　　や　さん

アンケート　
最も関心を持たれた記事を一つ選び以下の番号でお答えください。
①特集：森口博子さんとの対談②エコトンがゆく！③県政フラッシュ④いよ
いよマイナンバーの利用が始まります⑤性暴力被害者支援センター・ふくお
か⑥ふくおかの食⑦情報のひろば⑧おでかけクリップ
今後取り上げてほしい県政情報（「県民幸福度日本一」の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防災・防犯③生きがいづくり（高齢者・障害者）④女性の活躍
⑤子育て支援⑥教育・青少年育成⑦医療・健康⑧協働・ＮＰＯ 
⑨エネルギー・環境⑩文化・国際交流⑪その他（具体的に）
感想

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２８年１月３１日（消印有効）までにご応募ください。当選者には電話連絡させ
ていただく場合があります。

: 県民情報広報課「福岡県だより1月号」プレゼント担当
: 〒８１２-８５７７（住所の記入は不要です）
: ０９２-６３２-５３３１
: ふくおか電子申請サービス　
: kouhou@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県東部の豊前海育ちの「豊前海一
粒かき」。身入りが抜群に良く、大粒で濃
厚な味わいが特長です。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会

あ て 先
は が き
ファクス
電子申請
電子メール

1

2

3

携帯版はこちらから▶

ふくおか電子申請　福岡県だより　検索

「豊前海一粒かき」
（２kg ／箱×５人）

プレゼントコーナー

「飲酒運転相談窓口」を
ご利用ください
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飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

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相談に
親身に応じます。
〈相談時間〉
平日１０時～１２時、１３時～１６時
〈相談専用電話〉
☎０９２-６０９-９１１０

写真家の横山二郎氏がフィンラン
ド北部で撮影したオーロラの写真
を展示。美しい光が地上を包み込
む幻想的な風景や宇宙の中に浮
かぶ地球と太陽とのつながりを感
じることができます。
〈期間〉平成２８年２月６日（土）～２８
日（日）
〈場所〉青少年科学館（久留米市
東櫛原町）
〈問い合わせ〉青少年科学館
☎０９４２-３７-５５６６
〈ホームページ〉
http://www.science.pref.fukuoka.jp/
……………………………………

◀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/

場 場所 問 問い合わせ

※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。福岡県ホームページ「イベント情報」にも
県内各地のおでかけ情報を掲載しています。

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。

大江天満神社（みやま市瀬高町大江１４８８）
みやま市社会教育課 ☎０９４４-３２-９１８３

場

問

場

問

綱敷天満宮（築上町高塚７９４-２）
築上町商工課 ☎０９３０-５２-０００１

六所宮境内粟島神社（筑後市羽犬塚６５２-１）
筑後市商工観光課 ☎０９４２-６５-７０２４

場

問

北九州市小倉都心部
小倉食市食座実行委員会 ☎０９３-５２１-６８０１

日本芸能の原点として７００年の伝統を持つ、国指定重
要無形民俗文化財の幸若舞が観覧できます。

１月２０日（水）
幸 若 舞

上野焼陶芸館（福智町上野２８１１）
上野焼協同組合 ☎０９４７-２８-５８６４

ハート型のかわいい猪口や酒器などを販売します。
バレンタインのプレゼントにいかがですか。

２月１日（月）～１４日（日）
上野焼バレンタインちょこ

糸島市志摩小富士
糸島市観光協会 ☎０９２-３２２-２０９８

可也山の南山麓に広がる約３０００本の白梅の香りが
訪れる人を魅了します。

２月中旬～３月上旬
小富士梅林

開催日により異なります。詳しくはお問い合わせください。
柳川市観光案内所 ☎０９４４-７４-０８９１

女児の健やかな成長を願った伝統行事。水上パレード
や流し雛祭りなどが開催されます。

２月１１日（木・祝）～４月３日（日）
柳川雛祭りさげもんめぐり

八女市福島地区
茶のくに観光案内所 ☎０９４３-２2-6644

八女地方独自の「箱雛」を中心に商店街など約１００カ
所に雛人形が展示されます。

２月１４日（日）～３月１３日（日）
雛の里八女ぼんぼりまつり

参加店舗がお得な割引特典や限定メニューなどを
用意。北九州市の食を楽しめます。

２月２０日（土）～２月２８日（日）
小倉食市食座

千本の白梅や紅梅が咲き乱れる中、神楽の披露や
お茶会、特産品の販売などが行われます。

２月１０日（水）～３月上旬
しいだ梅まつり

城島町民の森（久留米市城島町楢津７６４）
城島酒蔵びらき実行委員会事務局 ☎０９４２-６４-３６４９

九州最大の早春酒蔵びらき。「城島の酒飲み比べ」
や「角打ち」のほか、開放酒蔵めぐりが楽しめます。

２月１３日（土）～２月１４日（日）
城島酒蔵びらき

医薬（婦人病）の神様が祭られる粟島神社。毎年桃の
節句に祭が行われます。ミニ鳥居くぐりが人気です。

３月３日（木）
粟島神社大祭

芦屋歴史の里（芦屋町山鹿１２００）
☎０９３-２２２-２５５５

場

問

場 問

場

問

場

問

場

問

場

問

場

問

場

問

福岡藩最大の役者集団であった芦屋歌舞伎役者。
中世から明治まで続いた歴史を紹介します。

１月１９日（火）～５月１日（日）
芦屋の役者展

あんずの里市（福津市勝浦１667-１）
あんずの里市利用組合 ☎０９４０-５２-５９９５

色鮮やかなあんずの花と一緒に歌や踊りが楽しめ
ます。だんご汁３０００食の振る舞いもあります。

３月１３日（日）
あんず祭り②幸若舞（みやま市）

③上野焼バレンタインちょこ（福智町）
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日本固有の領土である北方
領土は、ロシアによって不法
に占拠されたまま現在に至っ
ています。一日も早い北方領
土の返還に向けて国民世論
を盛り上げましょう。
〈問い合わせ〉県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０１　

２月７日は
「北方領土の日」

催　し
巡回展

「オーロラ～宇宙からの手紙～」 福岡三越で、障害者の皆さんがつ
くる選りすぐりの「まごころ製品」
を一堂に展示、販売します。
〈日時〉平成２８年１月２０日（水）～
２４日（日）１０時～２０時
※最終日は１８時まで
※１月２３日（土）、２４日（日）はプ
ロの料理人と障害者の皆さんに
よる共同制作の料理を提供します。
〈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〉障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６３
ファクス ０９２-６４３-３３０４　
……………………………………

「まごころ製品」大規模販売会

〈日時〉平成２８年１月２３日（土）
１３時～１６時４５分
〈場所〉パピヨン２４ガスホール（福
岡市博多区千代）
〈内容〉講演「認知症の人に学び、
ともに歩む社会の生き方」（元
NHKキャスター　町永俊雄さん）、
認知症サポーター養成講座、コン
サート、展示・販売コーナー
〈定員〉先着５００人　※参加無料
〈申し込み・問い合わせ〉福岡県高
齢者グループホーム協議会　
☎０８０-９０５６-４２５０
〈ホームページ〉
http://www.fukuokagh.sak
ura.ne.jp/hp/
……………………………………

認知症あったか
ホームコンサート 

筑後地域に空き家をお持ちの方や
筑後地域への移住をお考えの方を
対象としたセミナーです。
〈日時〉２月２８日（日）１３時～１６時
〈場所〉アクロス福岡（福岡市中央区）
〈内容〉ちくご暮らしの魅力を語る
シンポジウム、空き家バンク相談会
〈定員〉１００人　※先着順、参加無料
〈申込締切〉２月１９日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉広域地域
振興課　☎０９２-６４３-３１７７
〈ホームページ〉
http://kurashi.chikugolife.jp/
……………………………………
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アンケート　
最も関心を持たれた記事を一つ選び以下の番号でお答えください。
①特集：森口博子さんとの対談②エコトンがゆく！③県政フラッシュ④いよ
いよマイナンバーの利用が始まります⑤性暴力被害者支援センター・ふくお
か⑥ふくおかの食⑦情報のひろば⑧おでかけクリップ
今後取り上げてほしい県政情報（「県民幸福度日本一」の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防災・防犯③生きがいづくり（高齢者・障害者）④女性の活躍
⑤子育て支援⑥教育・青少年育成⑦医療・健康⑧協働・ＮＰＯ 
⑨エネルギー・環境⑩文化・国際交流⑪その他（具体的に）
感想

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２８年１月３１日（消印有効）までにご応募ください。当選者には電話連絡させ
ていただく場合があります。

: 県民情報広報課「福岡県だより1月号」プレゼント担当
: 〒８１２-８５７７（住所の記入は不要です）
: ０９２-６３２-５３３１
: ふくおか電子申請サービス　
: kouhou@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県東部の豊前海育ちの「豊前海一
粒かき」。身入りが抜群に良く、大粒で濃
厚な味わいが特長です。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会
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ご利用ください
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