
飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

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
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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
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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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〈対象〉平成２9年３月卒業予定者、
３年以内既卒者および４０歳未満
の若年者
※申込不要
〈日時〉６月２９日（水）１３時～１７時
〈場所〉エルガーラホール（福岡市
中央区天神）
〈問い合わせ〉
県若者しごとサポートセンター
☎０９２-７２０-８８３２Ⓕ０９２-７２５-１７７６
　　http://www.ssc-f.net/
……………………………………

電話でお金は
すべて詐欺！

すぐに相談・１１０番！

中小企業振興
基本計画を
策定しました

２月から休館していた県立美術館
が再オープンしました。特別展第一
弾として、セザンヌ、モネ、ルノワー
ル、ゴッホ、ゴーギャンなど印象派
とその時代の巨匠たちの名画６７点
を展示します。
〈会期〉４月１６日（土）～６月５日（日）
〈時間〉１０時～１８時（入場は１７時
３０分まで）
休館日や観覧料金など詳しくはお
問い合わせください。
〈会場〉福岡県立美術館
（福岡市中央区天神）
〈問い合わせ〉福岡県立美術館
☎０９２-７１５-３５５１Ⓕ０９２-７１５-３５５２
　　http://fukuoka-kenbi.jp/
……………………………………

色彩の奇跡　印象派展

催　し
就職応援フェア
（合同会社説明会）
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アンケート　
「福岡県だより５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（「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５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５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

全国茶品評会で日本一に輝くなど、全
国的に評価が高い「福岡の八女茶」。香
り豊かで旨みのある高級茶です。
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
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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

福岡県警　ニセ電話　検索

福岡県中小企業振興基本計画　検索

おかやまＤＣ　検索

「福岡の八女茶」
（玉露・煎茶のセット
〈各１００グラム〉×５人）

プレゼントコーナー

昨年１０月に制定した「福岡県
中小企業振興条例」に基づき、
中小企業の振興に関する施策
を総合的かつ計画的に推進す
るため、「福岡県中小企業振興
基本計画」を策定しました。
この計画に基づき、中小企業１
社１社をきめ細かく総合的に支
援し、県内中小企業の多様で活
力ある成長発展を図っていきま
す。創業、中小企業支援につい
てのご相談は、県内４カ所の中
小企業振興事務所まで。
〈問い合わせ〉中小企業振興課
☎０９２-６４３-３４２５Ⓕ０９２-６４３-３４２７
中小企業振興事務所（県内４カ所）
福岡☎０９２-６２２-１０４０Ⓕ０９２-６２２-１５７１
久留米☎０９４２-３３-７２２８Ⓕ０９４２-３１-２１７１
北九州☎０９３-５４１-５５６６Ⓕ０９３-５３３-７７３２
飯塚☎０９４８-２２-３５６１Ⓕ０９４８-２１-０３６５

県HP
県では、県政の動きや地域の話題
などを点字や音声などでもお知ら
せしています。
詳しくはお問い合わせください。
□全戸配布広報誌「福岡県だより」
　（年６回発行予定）
　①点訳版
　（平成２８年度から発行予定）
　②録音版
　（カセット・CDデイジー版）
　③音声コード版
　（専用機器が必要です）
□「グラフふくおか」
　点訳版（年４回発行予定）
〈申し込み・問い合わせ〉
県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２Ⓕ０９２-６３２-３２４５
……………………………………

マスキングテ
ープを使った
アートプロジ
ェクトや、大河
ドラマに登場
する備中松山
城など人気ス
ポットが目白
押しです。ぜひ晴れの国岡山へ。

災害時の情報などをメールでお
知らせします。登録無料。
〈登録方法〉
下記アドレスへ空メールを送信
mamoru@bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp
携帯電話は右の
QRコードからも
登録できます

〈期間〉６月３０日(木)まで
〈問い合わせ〉
晴れの国おかやまＤＣ推進協議会
☎０８６-２３３-１８０２Ⓕ０８６-２３１-５３９３

岡山県からのお知らせ

「晴れの国おかやまデスティネーション
キャンペーン」開催中！

防災メール・まもるくん

☎電話番号　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

HP

HP
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福智町

みやま市芦屋町

柳川市

糸島市

築上町

久留米市

筑後市北九州市

福津市

八女市




