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エコトン

ひとくちに「国際交流」と言っても、分野は経済、環境、青少年・教育、文化・学術など多岐にわた
り、近年では地域レベル・草の根レベルでの交流の重要性が高まっています。
県では、成長著しいアジア諸国をはじめ、世界に福岡の魅力を発信するとともに、友好提携地域
との交流や、海外県人会、外国人留学生への支援など、より幅広い分野で、奥行きの深いものにな
るよう進めています。
アジアとともに発展する国際交流拠点を目指す福岡県の今をご紹介します。

県人会担い手育成招へい事業
日本・福岡への理解を深めていただくため、次代の海外県人会
を担う海外の子どもたちを福岡に招き、県内の小学校での交
流や日本文化の体験をしてもらいます。
（写真は平成28年度事業の様子）



（１）海外プロモーション
県では観光、食、農産物をはじめ、東京オリンピック・パラリンピック

などのキャンプ地としての施設環境など、多彩な魅力をアジアの人々
に伝える海外プロモーションに力を入れています。
平成２７年度はマレーシア・クアラルンプール、平成２８年度はインド

ネシア・ジャカルタなど、各国でＰＲイベントなどを開催しています。

（２）アジアンビート
漫画・アニメ、ファッション、音楽などの日本文化はアジアの
若者に人気があり、次世代を担う若者たちの豊かな感性や価
値観を育み、言葉の壁を越えた友好交流の“ツール”となって
います。
県では、平成１７年に多言語ウェブサイト「アジアンビート」を
開設し、日本語のほか７言語（中〈簡体・繁体〉・韓・英・タイ・ベ
トナム、インドネシア）で情報発信を行っています。

　本県は、古くから大陸との交流が盛んで、昨年、九州に入国した外国人２８３
万人のうち、本県には２０９万人が入国しており、文字通り玄関口となっていま
す。２０１９年ラグビーＷ杯の試合が福岡で、２０２０年には東京でオリンピック・
パラリンピックが行われます。
　玄関口としての利便性を高めるとともに、アジア各地域との友好提携や各地
における福岡県人会、福岡帰国留学生会を活用して、さまざまな分野での交流
を深め、貿易、投資、インバウンド観光、農林水産物の輸出など、成長するアジ
アの活力を本県の力に変え、福岡県を「太平洋側ではない、日本海側の、しかも
アジアを向いた一大拠点」として発展させることを目指してまいります。

（１）各地域との友好交流
県では、各地域と友好提携による経済、環境、青少年・教育、文
化・学術など幅広い分野での交流を進めています。

（２）海外福岡県人会
本県から海外への移住は、１８８５（明治１８）
年のハワイへの移住から始まり、米国本土や
中南米に拡大していきました。本県における
現在までの移住者数は５万５千人を超え、全
国で４番目に多い県です。移住者同士の親
睦・交流を目的とした福岡県人会が各国・地
域で組織されており、近年では、本県出身の
日本企業駐在員など在留邦人が、現地で県
人会を結成して活動するケースもあります。
県人会は、本県とそれぞれの国・地域とをつなぐ懸け橋として、貴重な存在です。
　本県の国際化に生かすため、県では県人会との交流を深め、さまざまな取り組みを進めています。また、本県と
県人会、そして県人会同士のネットワークを強化することを目的に「海外福岡県人会世界大会」を３年に一度開催
し、平成２８年１０月には、第９回大会がメキシコで開催されます。

（３）福岡帰国留学生会
　本県に留学し帰国した留学生に、本県につ
いての情報発信や来訪者増加などに協力して
いただくために、県では各地の「福岡帰国留学
生会」の設立から活動までを支援しています。
各地の留学生会（平成２８年７月末現在９団体）
では、本県への留学説明会や海外のビジネス
展開の橋渡しなどを行っていただいています。

（１）留学生、九州グローバル人材活用推進
県では、平成２８年から本県を中心に九州７県などが協働して、九州の留学生（平成２７年５月1日現在約２万３
千人）と企業との人材マッチングシステムを構築する「九州グローバル人材活用促進事業」を実施しています。
このような取り組みを通じ、九州で学ぶ留学生の地元企業への就職を促進し、アジアをはじめとする海外で
のビジネス展開を目指す企業のグローバル化を支援します。

（２）特区ガイド
平成２５年に指定された「九州アジア観光アイランド総合特区」の制度を活用し、中国語・韓国語・タイ語で観
光案内ができる九州限定の通訳案内士「特区ガイド」を養成しています。平成２８年７月末現在で、計２０７人の特
区ガイドが誕生しました。
今後も、特区ガイドの育成を進め、「おもてなし」体制の充実・強化を図り、海外からの誘客拡大を促進していきます。

福岡の魅力をアジアへ

広がる交流、深まる海外との絆
アジアの活力を、福岡の力へ3
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イベントでは、海外でも人気の「あまおう」をはじめとし
た自慢のフルーツのほか、郷土料理、八女茶などの
食や、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」
をはじめとした観光などの魅力を、現地の方々にＰＲ
し、誘客拡大を図っています。

友好提携10周年を機に開催された「タイ・バンコク
フェア」の様子（平成28年5月）

江蘇省（中国）
平成４年に友好提携締結。５年毎に記念事業を

実施しており、経済、環境、青少年、文化などの幅
広い分野において交流を積み重ねています｡

日韓海峡沿岸地域（韓国）
日本側４県（福岡、佐賀、長崎、山口）と韓国側

１市３道の首長による「日韓海峡沿岸県市道交流
知事会議」を平成４年から開催しています。

ハワイ州（米国）
昭和５６年に福岡県として初

の姉妹提携を締結し、今年で３５
周年。本県からの移住者が多
く、長い交流の歴史があります。

ハノイ市（ベトナム）
平成２０年に友好提携締結。活発な交流を背景に、

在福岡ベトナム総領事館の開設、ハノイとの定期航
空路線就航、「福岡方式」の廃棄物処分場竣工など
着実に成果が上がっています。

デリー州（インド）
平成１９年に友好提携を締結

し、来年で１０周年。特に環境分
野や青少年分野を中心に、交流
を進めています。

バンコク都（タイ）
平成１８年に友好提携を締結し、１０周年を迎える

今年、タイ・バンコクフェアを福岡で開催。これまで
の交流に加えて、高齢者施策についての協働など、
新たな取り組みも始まります。

世界各地の県人会が福岡県で一堂に会した「第８回海外福岡県人会世界大会」
（平成２５年１０月）

平成２８年１月に設立された「インドネシア元福岡県留学生会」

アジアとともに発展する
　　国際交流拠点を目指して

URL:http://asianbeat.com/ja/
Twitter：@asianbeat_chan
Facebook：asianbeat

［問い合わせ］国際政策課　☎０９２-６４３-３２14　ファクス０９２-643-3224
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参加無料・申込不要

自殺は、「さまざまな悩みが原因で、心理的に追い込まれた末の死」です。
悩みを抱えているこころのサインに気づいて、支えあうことが大切です。
みんなで支え合い、「心理的に追い込まれない」社会を目指しましょう。

感染症の正しい知識を理解して動物と接しましょう。

 “人と動物に共通する感染症”に注意しましょう

「飲酒運転は、絶対しない！させない！許さない！」支えあおう、こころ。守ろう、いのち。

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

問い合わせ：保健衛生課　☎０９２-６４３-３２６８　ファクス０９２-６４３-３２８２

問い合わせ：こころの健康づくり推進室　☎０９２-６４３-３２６5　ファクス０９２-643-3271

○過剰な触れ合いは控えましょう！
　動物の口の中や爪には、細菌やウイル
スなどがいる場合があります。
・口移しで餌を与えない
・スプーンや箸の共用は控える
・動物を布団に入れて寝ない　など

今年は、飲酒運転事故により、福岡市・海の中道大橋で３人の幼い命が奪われて１０年、粕屋町
で２人の高校生が亡くなられて５年がたちます。
飲酒運転は重大な犯罪です。悲惨な事故の記憶を風化させず、私たちみんなの力で、県内から
飲酒運転をなくしましょう！

※One Health（ワンヘルス）とは、人と動物
の健康と環境の保全のため、関係者が一体と
なって取り組むべきという考え方をいいます。

日時：１１月１１日（金）１０時３０分～１２時
場所：リーガロイヤルホテル小倉
申込締切：１０月１５日（土）

○手を洗おう！
　動物の排泄物や皮膚には、多くの病原体が存在
します。動物を触った後や、ペットのケージ・水槽の
清掃をした後には、必ず手を洗いましょう。

・ちゃんと眠れていますか？
・うつの症状（気分が沈む、やる気が
　出ないなど）はありませんか？
・お酒を飲む量が増えていませんか？

・ふくおか自殺予防ホットライン・・☎０９２-５９２-０７８３
・福岡いのちの電話・・・・・・・・・・・・・・☎０９２-７４１-４３４３
・北九州いのちの電話・・・・・・・・・・・・☎０９３-６７１-４３４３
※いのちの電話は毎月１０日８時～翌１１日８時は
　フリーダイヤルでも受け付け　　０１２０-７８３-５５６

活動内容や募集要項など、詳しくは
・福岡いのちの電話事務局 ・・・・・☎０９２-７１３-４３４３

・勇気を出して、声をかけてください
・気持ちを尊重して、耳を傾けてください
・悩みを話してくれた人に、専門家や相談
　窓口への相談を促してください

○野生動物の飼育は避けよう！
　野生動物はどのような病原体を保有し
ているか分かりません。人と動物の共通感
染症予防のため、また、野生動物保護の観
点からも、飼育は避けましょう。

福岡県　飲酒運転撲滅　検索

福岡県　自殺予防　検索 北九州いのちの電話　検索

福岡いのちの電話　検索

身近な動物から病気にかからないようにするには？

福岡県　人と動物の共通感染症対策　検索詳しくは

11月10日、11日に「One Health」
に関する国際会議が開催されます

県内の飲酒運転事故発生状況

宇宙飛行士 毛利衛さんによる講演

日時：１１月１２日（土）
　　　１１時３０分～１４時４５分
場所：西日本総合展示場　新館
※隣接するあさの汐風公園では、流鏑馬観覧
や馬との触れ合いも体験できます。

人と動物の共通感染症対策シンポジウム

参加無料・要申込

１　「見逃さない！」飲酒運転を見たら１１０番！
　事故を未然に防ぐため、飲酒運転を見かけたときは、勇
気を出して１１０番通報しましょう。

２　家族が飲酒運転をしていないか心配な方は
　飲酒運転をしてしまいそうな人や、身近な人の飲酒運転
に悩んでいる人からの相談に、相談員が親身に応じます。
飲酒運転相談窓口：☎０９２-６０９-９１１０
相談時間：平日10時～12時、13時～16時

３　気づかずに飲酒運転していませんか？
　酔いがさめるには時間が必要です。ビール1杯（500ml）を体内で処理する時間は、体重６０ｋｇの人でおよそ４時間
といわれています。飲んだ翌日でも、アルコールが残った状態で車を運転すると「飲酒運転」になります。

　その他、飲酒運転撲滅に関する取り組みをホームページに掲載しています。詳しくは

飲酒運転をなくすために

平成２９年秋に福岡県で開催される「第３７回全国豊かな海づくり大会」まであと１年！
大会１年前を記念する楽しいイベントです。

全国豊かな海づくり大会のプレイベントを開催します

問い合わせ：全国豊かな海づくり大会推進室　☎０９２-６４３-３５７７　ファクス０９２-６４３-３５７８ 

・水揚げされたばかりの活魚をはじめとした
  県産農林水産物の販売
・タッチングプール、魚のつかみ取り体験
・いろいろな漁をする各種漁船の紹介
・トラフグとマダイの稚魚の記念放流
・楽しいステージイベント
 など盛りだくさん！ みなさん、ぜひお越しください！

全国豊かな海づくり大会とは？
　水産資源の保護・管理と海や河川の環境保全の大切さを広く国民に伝え
るとともに、漁業の振興と発展を図ることを目的に、例年、天皇皇后両陛下の
ご臨席の下、開催されている国民的行事です。平成２９年秋、第３７回大会が
「育もう　海 人 地域　みんなの未来」をテーマに福岡県で開催されます。

福岡県　豊かな海づくり大会　検索詳しくは

日時：１０月２９日（土）１０時～１６時
場所：鐘崎漁港（宗像市鐘崎）

※最寄り駅などから「会場直行バス」（無料）を運行します。
　公共交通機関でお越しください。

事件件数
平成１８年
平成23年
平成24年
平成25年
平成26年
平成27年

650
257
185
171
153
156

その他の相談窓口は
・北九州いのちの電話事務局・・ ☎０９３-６５２-６６２８

電話相談ボランティアに
なりませんか？

こころのサインに
気づいたら

いつでもご相談ください
（２４時間３６５日対応）

こころのサイン

９/１０～９/１６は
自殺予防週間

です

うみ ひと ちいき

大会キャラクター
「エコトン」

タッチング
プールの様子

増加！

や ぶ さ め
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参加無料・申込不要
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秋の果物の王様に
なるようにとの願い
が込められた「秋王」
は、その大きさも王
様の風格

秋の神幸大祭で引き車に乗せられ市内
を練り歩く「直方隕石」

県では、障害者の自立を促進するため、障害者の皆
さんが心を込めてつくる製品やサービスを「まごころ製
品」と名付け、障害者の皆さんの収入向上に取り組ん
でいます。６月１日、県庁地下１階に「まごころ製品」ショッ
プ＆デスクを開設しました。弁当、総菜などの販売のほ
か、クリーニン
グサービスも行
っています。県
庁にお越しの際
は、ぜひご利用
ください。

県政フラッシュ

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。

障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６３　ファクス０９２-６４３-３３０４

問

６月８日、庁舎内の温度上昇を抑制するため、吉塚
ゆりの樹幼稚園の園児の皆さんが、知事と一緒に苗
の植え付けを行い、アサガオのグリーンカーテンを設
置しました。県では、このような夏季の節電対策の取
り組みを通じて、
県民の皆さん
の省エネ・節電
に関する意識
の向上を図っ
ていきます。

環境保全課　
☎０９２-６４３-３３５９　ファクス０９２-６４３-３３５７

問

「まごころ製品」をご利用ください

たものの、甘柿では皆無。その開発は、まさに
「柿の未来」を懸けた挑戦でした。

柿の栽培が盛んな朝倉市の柿農家・
関屋純男さんは「待ちに待った新品
種。いちごの『あまおう』のように、福
岡のブランド農産物として、みんな
で育て上げ、柿生産の活性化につ
なげたい」と、意欲満々です。
おいしい上に、１玉で１日に必要な

ビタミンＣが取れるなど、栄養価も高
い柿。今年の秋は、期待の新星「秋王」をぜ

ひ味わってみませんか？

福岡県は甘柿の栽培面
積で全国２位と日本有数
の産地です。昨年、県オリ
ジナルの新品種「秋王」が
市場にデビューし、東京や
福岡の百貨店やフルーツ
店などで販売が開始され
ました。「秋王」は、色鮮や
かな「富有」とサクサクした
食感で大玉の「太秋」とを掛け合わせた品種で、
色づきや食感という両方の長所に加え、種がほと
んどなく、糖度も１８度以上と大変甘いのが特長です。
近年、若者を中心に柿の消費の低迷が続く中、特長

ある新品種を作り、もっと多くの人に柿のおいしさを
知ってもらおうと、県農林業総合試験場が開発に挑戦。
約１０年に及ぶ試行錯誤の末、種がほとんどない甘柿
の開発に成功しました。これまで種なしの渋柿はあっ

問い合わせ
JA筑前あさくら果樹課
☎０９４６-５２-３３１９　ファクス０９４６-５２-２７３３
園芸振興課
☎０９２-６４３-３４８７　ファクス０９２-６４３-３４９０
※１１ページに関連情報

夏の省エネ・節電に取り組みましょう

　大麻の検挙補導者数が急増するなど、薬物乱用は
深刻な社会問題となっています。６月２５日、「薬物乱用
は『ダメ。ゼッタイ。』」を合言葉に、街頭啓発キャンペ
ーンを実施しました。天神ライオン広場での麻薬探知
犬によるデモンストレーションのほか、ボーイスカウト、
ガールスカウ
トをはじめとす
るボランティ
アの皆さんに
よる一声運動
が行われまし
た。

薬務課　
☎０９２-６４３-３２８７　ファクス０９２-６４３-３３０５

問

６月２８日から３日間、「がんばろう九州 ！ ！ 熊本・大分
応援特別企画『九州復興応援　観光・物産展』」を県庁
ロビーで開催しました。会場では、「太平燕」「焼き馬
刺」「焼きやせうま」など、熊本・大分のおいしい特産品
が並び、九州各県の観光ブースや義援金箱も設置しま
した。「買って」「食べ
て」被災地の応援を
しようと、多くの皆さ
んでにぎわいました。

観光政策課（物産）
☎０９２-６４３-３４５４　ファクス０９２-６４３-３４３１

問

観光振興課（観光）
☎０９２-６４３-３４２９　ファクス０９２-６４３-３４３１

問

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

観光・物産展で九州の復興を応援！

同和問題の早期解決を目指して毎年７月に実施し
ている「同和問題啓発強調月間」にあわせ、７月１日、
福岡市内で街頭啓発を行いました。悪質な差別落書
きや、土地購入に係る同和地区の問い合わせが、今も
なお発生しています。人の心を傷つける差別は、決し
て許されません。県では、今後も県民の皆さんが同和
問題に対する
正しい理解と
認識を深める
ための取り組
みを進めてい
きます。

防災企画課　
☎０９２-６４３-３１１２　ファクス０９２-６４３-３１１７

問

海上自衛隊の協力を得て、最大の護衛艦「いずも」を
活用した災害対応研修を６月３０日に実施しました。県
や福岡市の防災部局職員をはじめ、警察や医療機関な
どの防災関係者ら約８０人が参加し、艦内に設置した
救護所での重傷者搬送訓練などを行い、護衛艦の有
する各機能の活
用や関係機関
の連携体制の
あり方について
検証を行いまし
た。

人権・同和対策局調整課 
☎０９２-６４３-３３２５　ファクス０９２-６４３-３３２６

問

「とき」「ところ」「ひと」を選ばない災害に備えて

差別のない社会を目指して

秋 王
朝倉市

ふくおかの食

須賀神社（直方市）に伝わる「飛び石伝説」
　「隕石」、それは、はるかかなたの宇宙から地球へ降
ってくる贈り物。その多くが数十億年もの昔に形成さ
れたといわれています。実は、「目撃情報が残っている
世界最古の隕石では？」といわれる隕石が福岡県にあ
るのをご存知でしたか？
　直方市の須賀神社には、「飛び石伝説」として次の
ような言い伝えがあるそうです。

古代の記憶に想いを馳せて
　地域で伝承されてきた「石」は、ラジオ放送をきっか
けににわかに脚光を浴びます。番組で「飛び石伝説」を
聞いた県内の天文ファンが「これは隕石だ」と国立科
学博物館に連絡。調査の結果、隕石と認められました。

　それまでは、15世紀にフランスで発見された隕
石が世界最古とされてきましたが、「直方隕石」と名付
けられたこの隕石が納められていた桐箱の放射性炭
素年代測定で、時期が9世紀頃を示し、大幅な記録更
新への期待が高まりました。とはいえ、江戸時代に落
ちたという説もあり、はっきりと特定するのは困難な
のだとか。それでも、福岡県に世界最古かもしれない
隕石があるなんて、ちょっとわくわくしますよね。
　普段は複製品が展示されており、「直方隕石」の本
物は５年に一度、「須
賀神社 秋の神幸大
祭」でしか見られませ
ん。その貴重な機会
は今年の10月22・
23日です。どうぞお
見逃しなく！！

重さ約472グラム。大人のこぶし大ほどの大きさ
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「秋王は、若手農家が夢を託せる柿になると信じている」と関屋さん（写真
左）。「柿が苦手な人にも食べてほしい。柿を好きになるきっかけになれば」と
開発・育成者の千々和（ちぢわ）さん（県農林業総合試験場職員・写真右）

じん こう たい 

須賀神社（直方市大字下境1244）場

さい

861（貞観３）年４月７日夜、神社上空が突然真昼のような
明るさになり、境内で激しい爆発音が起こった。
深くえぐられた穴をのぞくと、黒く焦げた石。その石は桐箱
に納められ、代々大切に受け継がれている。

世界最古の隕石が福岡県に！？
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秋の果物の王様に
なるようにとの願い
が込められた「秋王」
は、その大きさも王
様の風格

秋の神幸大祭で引き車に乗せられ市内
を練り歩く「直方隕石」

県では、障害者の自立を促進するため、障害者の皆
さんが心を込めてつくる製品やサービスを「まごころ製
品」と名付け、障害者の皆さんの収入向上に取り組ん
でいます。６月１日、県庁地下１階に「まごころ製品」ショッ
プ＆デスクを開設しました。弁当、総菜などの販売のほ
か、クリーニン
グサービスも行
っています。県
庁にお越しの際
は、ぜひご利用
ください。

県政フラッシュ

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。

障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６３　ファクス０９２-６４３-３３０４

問

６月８日、庁舎内の温度上昇を抑制するため、吉塚
ゆりの樹幼稚園の園児の皆さんが、知事と一緒に苗
の植え付けを行い、アサガオのグリーンカーテンを設
置しました。県では、このような夏季の節電対策の取
り組みを通じて、
県民の皆さん
の省エネ・節電
に関する意識
の向上を図っ
ていきます。

環境保全課　
☎０９２-６４３-３３５９　ファクス０９２-６４３-３３５７

問

「まごころ製品」をご利用ください

たものの、甘柿では皆無。その開発は、まさに
「柿の未来」を懸けた挑戦でした。

柿の栽培が盛んな朝倉市の柿農家・
関屋純男さんは「待ちに待った新品
種。いちごの『あまおう』のように、福
岡のブランド農産物として、みんな
で育て上げ、柿生産の活性化につ
なげたい」と、意欲満々です。
おいしい上に、１玉で１日に必要な

ビタミンＣが取れるなど、栄養価も高
い柿。今年の秋は、期待の新星「秋王」をぜ

ひ味わってみませんか？

福岡県は甘柿の栽培面
積で全国２位と日本有数
の産地です。昨年、県オリ
ジナルの新品種「秋王」が
市場にデビューし、東京や
福岡の百貨店やフルーツ
店などで販売が開始され
ました。「秋王」は、色鮮や
かな「富有」とサクサクした
食感で大玉の「太秋」とを掛け合わせた品種で、
色づきや食感という両方の長所に加え、種がほと
んどなく、糖度も１８度以上と大変甘いのが特長です。
近年、若者を中心に柿の消費の低迷が続く中、特長

ある新品種を作り、もっと多くの人に柿のおいしさを
知ってもらおうと、県農林業総合試験場が開発に挑戦。
約１０年に及ぶ試行錯誤の末、種がほとんどない甘柿
の開発に成功しました。これまで種なしの渋柿はあっ

問い合わせ
JA筑前あさくら果樹課
☎０９４６-５２-３３１９　ファクス０９４６-５２-２７３３
園芸振興課
☎０９２-６４３-３４８７　ファクス０９２-６４３-３４９０
※１１ページに関連情報

夏の省エネ・節電に取り組みましょう

　大麻の検挙補導者数が急増するなど、薬物乱用は
深刻な社会問題となっています。６月２５日、「薬物乱用
は『ダメ。ゼッタイ。』」を合言葉に、街頭啓発キャンペ
ーンを実施しました。天神ライオン広場での麻薬探知
犬によるデモンストレーションのほか、ボーイスカウト、
ガールスカウ
トをはじめとす
るボランティ
アの皆さんに
よる一声運動
が行われまし
た。

薬務課　
☎０９２-６４３-３２８７　ファクス０９２-６４３-３３０５

問

６月２８日から３日間、「がんばろう九州 ！ ！ 熊本・大分
応援特別企画『九州復興応援　観光・物産展』」を県庁
ロビーで開催しました。会場では、「太平燕」「焼き馬
刺」「焼きやせうま」など、熊本・大分のおいしい特産品
が並び、九州各県の観光ブースや義援金箱も設置しま
した。「買って」「食べ
て」被災地の応援を
しようと、多くの皆さ
んでにぎわいました。

観光政策課（物産）
☎０９２-６４３-３４５４　ファクス０９２-６４３-３４３１

問

観光振興課（観光）
☎０９２-６４３-３４２９　ファクス０９２-６４３-３４３１

問

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

観光・物産展で九州の復興を応援！

同和問題の早期解決を目指して毎年７月に実施し
ている「同和問題啓発強調月間」にあわせ、７月１日、
福岡市内で街頭啓発を行いました。悪質な差別落書
きや、土地購入に係る同和地区の問い合わせが、今も
なお発生しています。人の心を傷つける差別は、決し
て許されません。県では、今後も県民の皆さんが同和
問題に対する
正しい理解と
認識を深める
ための取り組
みを進めてい
きます。

防災企画課　
☎０９２-６４３-３１１２　ファクス０９２-６４３-３１１７

問

海上自衛隊の協力を得て、最大の護衛艦「いずも」を
活用した災害対応研修を６月３０日に実施しました。県
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どの防災関係者ら約８０人が参加し、艦内に設置した
救護所での重傷者搬送訓練などを行い、護衛艦の有
する各機能の活
用や関係機関
の連携体制の
あり方について
検証を行いまし
た。

人権・同和対策局調整課 
☎０９２-６４３-３３２５　ファクス０９２-６４３-３３２６

問

「とき」「ところ」「ひと」を選ばない災害に備えて

差別のない社会を目指して

秋 王
朝倉市
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ってくる贈り物。その多くが数十億年もの昔に形成さ
れたといわれています。実は、「目撃情報が残っている
世界最古の隕石では？」といわれる隕石が福岡県にあ
るのをご存知でしたか？
　直方市の須賀神社には、「飛び石伝説」として次の
ような言い伝えがあるそうです。

古代の記憶に想いを馳せて
　地域で伝承されてきた「石」は、ラジオ放送をきっか
けににわかに脚光を浴びます。番組で「飛び石伝説」を
聞いた県内の天文ファンが「これは隕石だ」と国立科
学博物館に連絡。調査の結果、隕石と認められました。

　それまでは、15世紀にフランスで発見された隕
石が世界最古とされてきましたが、「直方隕石」と名付
けられたこの隕石が納められていた桐箱の放射性炭
素年代測定で、時期が9世紀頃を示し、大幅な記録更
新への期待が高まりました。とはいえ、江戸時代に落
ちたという説もあり、はっきりと特定するのは困難な
のだとか。それでも、福岡県に世界最古かもしれない
隕石があるなんて、ちょっとわくわくしますよね。
　普段は複製品が展示されており、「直方隕石」の本
物は５年に一度、「須
賀神社 秋の神幸大
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左）。「柿が苦手な人にも食べてほしい。柿を好きになるきっかけになれば」と
開発・育成者の千々和（ちぢわ）さん（県農林業総合試験場職員・写真右）

じん こう たい 

須賀神社（直方市大字下境1244）場

さい

861（貞観３）年４月７日夜、神社上空が突然真昼のような
明るさになり、境内で激しい爆発音が起こった。
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〈試験日〉１２月９日（金）
〈会場〉県内７校（福岡・戸畑・小
竹・久留米・大牟田・田川・小倉）
の高等技術専門校
〈募集科目〉機械・溶接・電気・
建築などの１２分野３5科目
〈募集期間〉１０月３日（月）～
１１月３０日（水）
〈入校日〉平成２９年４月１１日（火）
〈問い合わせ〉各高等技術専門校
または職業能力開発課
☎０９２-６４３-３６０２Ⓕ０９２-６４３-３６０５
※申し込みについては、お近くの
ハローワークにお問い合わせく
ださい
http://www.fukuoka-kunren.net/

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/情報のひろば 県HP
☎電話番号　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

県立高等技術専門校職業訓練生
（入校料・授業料無料）

中山間レンジャーとして地域の人
とともに活動する意欲のある人を
募集します。
〈活動内容〉中山間地域（棚田や
樹園地など山あいの地域）での
草刈りや水路清掃など
※活動は１０月下旬から開始予定
〈応募方法〉パソコン・スマート
フォンなどから事前登録
※隊員は８月２２日から募集開始
〈問い合わせ〉農山漁村振興課
☎０９２-６４３-３５０３Ⓕ０９２-６４２-４６０５
　   https://f-ouen.com/chusankan

中山間地域を支えるボランティア
（集活戦隊中山間レンジャー）

〈職種〉一般事務、教育行政
〈受験資格〉
障害者手帳の交付を受け、その
障害の程度が１級から４級の人
（ただし県内に住所を有し、昭和６２
年４月２日から平成１１年４月１日ま
でに生まれた人など）
〈試験日〉１０月１６日（日）
〈試験地〉福岡市、久留米市、飯塚
市、北九州市
〈受付期間〉
９月５日（月）～２３日（金）消印有
効（インターネットでの申込みは、
９月２０日（火）まで）
〈問い合わせ〉
人事委員会事務局任用課
☎０９２-６４３-３９５６Ⓕ０９２-６４３-３９６０
テレホンサービス☎０９２-６４３-３６５０

試　験

県HP

身体障害者を対象とする
福岡県職員採用選考試験

〈コース（定員）〉野菜（２０人）、花
き（５人）、果樹（５人）、水田経営
（５人）、畜産（５人）、総合（１０人）
〈修業年限〉２年
〈受験資格〉高等学校卒業者（来春
卒業見込み者を含む）または同等
以上の学力があると認められる人
〈試験日〉
【推薦入学】１０月１９日（水）
【一般入学】１２月９日（金）
※総合コースは一般入学試験のみ実施
〈会場〉農業大学校（筑紫野市吉木）
〈受付期間〉
【推薦入学】９月１６日（金）～３０日（金）
【一般入学】１１月１１日（金）～２５日（金）
〈願書配布場所〉農業大学校、各普
及指導センター、後継人材育成室
〈問い合わせ〉農業大学校
☎０９２-９２５-９１２９Ⓕ０９２-９２５-２４１１
　　http://www.fuknodai.jp/

県HP

福岡県農業大学校（養成科）
入学試験

若年性認知症の方やその家族の
方を対象に、医療・福祉・就労など
に関する相談を受け付けています。
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〉
火～土曜日の１０時～１６時
〈場所〉
クローバープラザ（春日市原町）
〈問い合わせ〉
若年性認知症サポートセンター
☎０９２-５７４-０１９６Ⓕ０９２-５７４-０１９６

お知らせ

県HP

「若年性認知症相談窓口」
をご利用ください

熊本地震で被災した
ペットと飼い主の支援

障害者の方を対象とした教室です。

１１月１２、２６日
１２月１０、２４日
１月１４、２８日
［第２・４土曜日
開催]

フライングディス
ク教室
場所：庄内体育館
（飯塚市有安）

１２月１０日
１月１４、２８日
２月２５日
［土曜日開催]

ランニング教室
場所：クローバー
プラザ グラウンド
（春日市原町）

１２月１７日
１月１４、２１日
２月２５日
［土曜日開催]

９月２５日（日）

※申込方法や参加費など詳しくは
ホームページをご覧ください
〈問い合わせ〉
福岡県障害者スポーツ協会
☎０９２-５82-５２２３Ⓕ０９２-５８２-５２２８
　　http://www.f-psa.jp/sports/

車いすソフトボー
ル教室
場所：クローバー
プラザ体育館 （春
日市原町）

《チャレンジ！スポーツ》
場所：クローバープラザ体育館
（春日市原町）

ふうせんバレー
ボール

１月１５日（日） フライングディスク

１１月３日（木・祝） ボッチャ

障害者スポーツ・
レクリエーション教室

催　し

福岡県森林環境税　検索

ふくおか子育てマイスター
認定研修受講者（参加無料）

熊本地震ペット救護本部　検索

熊本地震ペット救護本部では、被
災したペットの一時預かりなどの
活動を行っています。また、こうし
た活動を行うための義援金を募集
しています。詳しくはホームページ
をご覧ください。

〈問い合わせ〉保健衛生課
☎０９２-６４３-３２８１Ⓕ０９２-６４３-３２８２

２０１６福岡県民
さわやかマラソン大会

〈日時〉１１月２７日（日）１０時～１４時
〈場所〉海の中道海浜公園（福岡市
東区西戸崎）
〈種目〉①小学１～３年生（１㎞）
②小学４～６年生（２㎞）
③中学生（２㎞、５㎞）
④高校生以上（２㎞、５㎞、１０㎞）
※それぞれ年代別、男女別に表彰
⑤親子ペア（１㎞、２㎞）
〈募集人数〉２０００人程度
〈参加料〉一般：３５００円
高校生以下：１２００円
親子ペア：３０００円
〈申込期限〉１０月１４日（金）必着
〈申し込み・問い合わせ〉福岡県民
さわやかマラソン大会事務局
☎０９２-６４３-６００１Ⓕ０９２-６４３-６００３
　　http://www.fayd.jp

若い世代向けの
リノベーション補助実施中

平成２７年度
「森林環境税」事業報告

HP

県営住宅入居者募集
（抽選方式）

募集団地や募集戸数については
９月２９日から配布する募集案内
書をご覧ください。
〈申込受付期間〉９月２９日（木）～
１０月７日（金）消印有効
〈募集案内書配布場所〉市区町村
役場、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Ⓕ０９２-７２２-１１８１
　 http://www.lsf.jpHP

HP

HP

若年世帯や子育て世帯が、中古住
宅の購入後に行うリノベーション
工事費用の一部を補助します。
〈対象〉
①子育て仕様へのリノベーション
②子世帯が親世帯との近居・同居
のために行うリノベーション
〈補助額〉
工事費用の１／３（最大５０万円）
〈問い合わせ〉住宅計画課
☎０９２-６４３-３７３４Ⓕ０９２-６４３-３７３７
http://www.fkjc.or.jp/kikak

u/renove/hojo.html
HP

平成２８年熊本地震の
被災者に対する

手数料などの免除（還付）

熊本地震で被災した方を対象とし
て、使用料や手数料を免除（還付）
する条例を制定しました。
〈期間〉平成２８年６月２８日～
平成３０年６月２７日
〈対象者〉平成２８年熊本地震によ
る災害の被災者で、り災証明書ま
たは被災証明書をお持ちの人
〈対象となる使用料・手数料〉
各種免許証の再交付手数料や、県
立学校の入学料など。詳しくは
ホームページをご覧ください。
〈問い合わせ〉消防防災指導課
☎０９２-６４３-３１１１Ⓕ０９２-６４３-３１１７

県では、森林を健全な状態で次
世代に引き継ぐため、森林環境
税を活用したさまざまな取り組
みを行っています。
荒廃した森林約２６３０ヘクター
ルで間伐を実施したほか、約１４
３００人の県民の皆さんによる
植樹や間伐などの森林づくり
活動が行われました。
事業の詳細はホームページを
ご覧ください。
〈問い合わせ〉林業振興課
☎０９２-６４３-３５４０Ⓕ０９２-６４３-３５４１

地域の子育てを応援したい高齢
者の方（６０歳以上）を対象に、子
育て支援に関する研修会を開催
します。
〈日程・場所〉
①イイヅカコミュニティセンター
（飯塚市飯塚）

②ふくふくプラザ（福岡市中央区荒戸）

③コムシティ（北九州市八幡西区黒崎）

④えーるピア（久留米市諏訪野町）

〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県７０歳現役応援センター内
「ふくおか子育てマイスター」コーナー
☎０９２-４８１-１３１２Ⓕ０９２-６２３-５６７７
　　http://fscr.or.jp/meister/HP

HP
HP

宗像・沖ノ島大国宝展

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺
産群の世界遺産登録に向けて、沖
ノ島から出土した貴重な神宝を展
示します。
〈期間〉９月１７日（土）～
１１月２８日（月）９時～１７時
（※初日のみ１１時３０分～）
〈会場〉宗像大社神宝館（宗像市田島）
〈料金〉一般１２００円（１０００円）、
高大生８００円（６００円）、小中生
６００円（４００円）※（）内は前売り
〈問い合わせ〉
世界遺産登録推進室
☎０９２-６４３-３１６２Ⓕ０９２-６４３-３１６３
    http://www.okinoshima-heritage.jp/HP

【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。

日　程 教　室　名

県HP

〈日時・会場〉
①９月２１日（水）１０時～１４時３０分
イオンモール福津（福津市日蒔野）
②９月２８日（水）１０時～１４時
小郡市生涯学習センター（小郡市
大板井）
③１０月４日(火) １０時～１４時
飯塚市中央公民館（飯塚市飯塚）
④１０月１４日（金）１０時～１４時
小波瀬コミュニティセンター（苅
田町新津）
⑤１１月１１日（金）１０時～１４時
久留米市役所（久留米市城南町）
⑥１１月１５日（火）１０時～１４時
ＡＩＭビル（北九州市小倉北区浅野）
⑦１１月２５日（金）１０時～１４時３０分
アミカス（福岡市南区高宮）
⑧１２月２日(金) １０時～１４時
田川文化センター（田川市平松町）
※参加無料、託児あり（要予約）
※履歴書不要、申込不要、服装自由
※開催時間は予定です
〈問い合わせ〉
各子育て女性就職支援センター
福岡　①⑦
☎０９２-７３５-６１５０Ⓕ０９２-７１２-０４９７
北九州　④⑥
☎０９３-５３３-６６３７Ⓕ０９３-５３３-６６３８
筑後　②⑤
☎０９４２-３８-７５７９Ⓕ０９４２-３０-１０２５
筑豊　③⑧
☎０９４８-２２-１６８１Ⓕ０９４８-２２-４１１８
またはマンパワーグループ（株）
☎０９２-７４１-９５３１Ⓕ０９２-７５１-１０６９

県HP

１０月４日（火）・６日（木）・１１日
（火）・１９日（水）・２０日（木）・２５
日（火）・２８日（金）

１０月３１日（月）・１１月４日（金）・
７日（月）・１４日（月）・２１日（月）・
２２日（火）・２９日（火）

１２月２日（金）・６日（火）・７日
（水）・１２日（月）・１５日（木）・２０
日（火）・２２日（木）

１月１６日（月）・１８日（水）・１９日
（木）・２４日（火）・２５日（水）・３０
日（月）・２月１日（水）

子育て女性向け
合同会社説明会・
就職支援セミナー

FUKUOKA  PR EFECTUR E  NEWS 0908 FUKUOKA  PR EFECTUR E  NEWS



〈試験日〉１２月９日（金）
〈会場〉県内７校（福岡・戸畑・小
竹・久留米・大牟田・田川・小倉）
の高等技術専門校
〈募集科目〉機械・溶接・電気・
建築などの１２分野３5科目
〈募集期間〉１０月３日（月）～
１１月３０日（水）
〈入校日〉平成２９年４月１１日（火）
〈問い合わせ〉各高等技術専門校
または職業能力開発課
☎０９２-６４３-３６０２Ⓕ０９２-６４３-３６０５
※申し込みについては、お近くの
ハローワークにお問い合わせく
ださい
http://www.fukuoka-kunren.net/

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/情報のひろば 県HP
☎電話番号　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

県立高等技術専門校職業訓練生
（入校料・授業料無料）

中山間レンジャーとして地域の人
とともに活動する意欲のある人を
募集します。
〈活動内容〉中山間地域（棚田や
樹園地など山あいの地域）での
草刈りや水路清掃など
※活動は１０月下旬から開始予定
〈応募方法〉パソコン・スマート
フォンなどから事前登録
※隊員は８月２２日から募集開始
〈問い合わせ〉農山漁村振興課
☎０９２-６４３-３５０３Ⓕ０９２-６４２-４６０５
　   https://f-ouen.com/chusankan

中山間地域を支えるボランティア
（集活戦隊中山間レンジャー）

〈職種〉一般事務、教育行政
〈受験資格〉
障害者手帳の交付を受け、その
障害の程度が１級から４級の人
（ただし県内に住所を有し、昭和６２
年４月２日から平成１１年４月１日ま
でに生まれた人など）
〈試験日〉１０月１６日（日）
〈試験地〉福岡市、久留米市、飯塚
市、北九州市
〈受付期間〉
９月５日（月）～２３日（金）消印有
効（インターネットでの申込みは、
９月２０日（火）まで）
〈問い合わせ〉
人事委員会事務局任用課
☎０９２-６４３-３９５６Ⓕ０９２-６４３-３９６０
テレホンサービス☎０９２-６４３-３６５０

試　験

県HP

身体障害者を対象とする
福岡県職員採用選考試験

〈コース（定員）〉野菜（２０人）、花
き（５人）、果樹（５人）、水田経営
（５人）、畜産（５人）、総合（１０人）
〈修業年限〉２年
〈受験資格〉高等学校卒業者（来春
卒業見込み者を含む）または同等
以上の学力があると認められる人
〈試験日〉
【推薦入学】１０月１９日（水）
【一般入学】１２月９日（金）
※総合コースは一般入学試験のみ実施
〈会場〉農業大学校（筑紫野市吉木）
〈受付期間〉
【推薦入学】９月１６日（金）～３０日（金）
【一般入学】１１月１１日（金）～２５日（金）
〈願書配布場所〉農業大学校、各普
及指導センター、後継人材育成室
〈問い合わせ〉農業大学校
☎０９２-９２５-９１２９Ⓕ０９２-９２５-２４１１
　　http://www.fuknodai.jp/

県HP

福岡県農業大学校（養成科）
入学試験

若年性認知症の方やその家族の
方を対象に、医療・福祉・就労など
に関する相談を受け付けています。
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〉
火～土曜日の１０時～１６時
〈場所〉
クローバープラザ（春日市原町）
〈問い合わせ〉
若年性認知症サポートセンター
☎０９２-５７４-０１９６Ⓕ０９２-５７４-０１９６

お知らせ

県HP

「若年性認知症相談窓口」
をご利用ください

熊本地震で被災した
ペットと飼い主の支援

障害者の方を対象とした教室です。

１１月１２、２６日
１２月１０、２４日
１月１４、２８日
［第２・４土曜日
開催]

フライングディス
ク教室
場所：庄内体育館
（飯塚市有安）

１２月１０日
１月１４、２８日
２月２５日
［土曜日開催]

ランニング教室
場所：クローバー
プラザ グラウンド
（春日市原町）

１２月１７日
１月１４、２１日
２月２５日
［土曜日開催]

９月２５日（日）

※申込方法や参加費など詳しくは
ホームページをご覧ください
〈問い合わせ〉
福岡県障害者スポーツ協会
☎０９２-５82-５２２３Ⓕ０９２-５８２-５２２８
　　http://www.f-psa.jp/sports/

車いすソフトボー
ル教室
場所：クローバー
プラザ体育館 （春
日市原町）

《チャレンジ！スポーツ》
場所：クローバープラザ体育館
（春日市原町）

ふうせんバレー
ボール

１月１５日（日） フライングディスク

１１月３日（木・祝） ボッチャ

障害者スポーツ・
レクリエーション教室

催　し

福岡県森林環境税　検索

ふくおか子育てマイスター
認定研修受講者（参加無料）

熊本地震ペット救護本部　検索

熊本地震ペット救護本部では、被
災したペットの一時預かりなどの
活動を行っています。また、こうし
た活動を行うための義援金を募集
しています。詳しくはホームページ
をご覧ください。

〈問い合わせ〉保健衛生課
☎０９２-６４３-３２８１Ⓕ０９２-６４３-３２８２

２０１６福岡県民
さわやかマラソン大会

〈日時〉１１月２７日（日）１０時～１４時
〈場所〉海の中道海浜公園（福岡市
東区西戸崎）
〈種目〉①小学１～３年生（１㎞）
②小学４～６年生（２㎞）
③中学生（２㎞、５㎞）
④高校生以上（２㎞、５㎞、１０㎞）
※それぞれ年代別、男女別に表彰
⑤親子ペア（１㎞、２㎞）
〈募集人数〉２０００人程度
〈参加料〉一般：３５００円
高校生以下：１２００円
親子ペア：３０００円
〈申込期限〉１０月１４日（金）必着
〈申し込み・問い合わせ〉福岡県民
さわやかマラソン大会事務局
☎０９２-６４３-６００１Ⓕ０９２-６４３-６００３
　　http://www.fayd.jp

若い世代向けの
リノベーション補助実施中

平成２７年度
「森林環境税」事業報告

HP

県営住宅入居者募集
（抽選方式）

募集団地や募集戸数については
９月２９日から配布する募集案内
書をご覧ください。
〈申込受付期間〉９月２９日（木）～
１０月７日（金）消印有効
〈募集案内書配布場所〉市区町村
役場、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Ⓕ０９２-７２２-１１８１
　 http://www.lsf.jpHP

HP

HP

若年世帯や子育て世帯が、中古住
宅の購入後に行うリノベーション
工事費用の一部を補助します。
〈対象〉
①子育て仕様へのリノベーション
②子世帯が親世帯との近居・同居
のために行うリノベーション
〈補助額〉
工事費用の１／３（最大５０万円）
〈問い合わせ〉住宅計画課
☎０９２-６４３-３７３４Ⓕ０９２-６４３-３７３７
http://www.fkjc.or.jp/kikak

u/renove/hojo.html
HP

平成２８年熊本地震の
被災者に対する

手数料などの免除（還付）

熊本地震で被災した方を対象とし
て、使用料や手数料を免除（還付）
する条例を制定しました。
〈期間〉平成２８年６月２８日～
平成３０年６月２７日
〈対象者〉平成２８年熊本地震によ
る災害の被災者で、り災証明書ま
たは被災証明書をお持ちの人
〈対象となる使用料・手数料〉
各種免許証の再交付手数料や、県
立学校の入学料など。詳しくは
ホームページをご覧ください。
〈問い合わせ〉消防防災指導課
☎０９２-６４３-３１１１Ⓕ０９２-６４３-３１１７

県では、森林を健全な状態で次
世代に引き継ぐため、森林環境
税を活用したさまざまな取り組
みを行っています。
荒廃した森林約２６３０ヘクター
ルで間伐を実施したほか、約１４
３００人の県民の皆さんによる
植樹や間伐などの森林づくり
活動が行われました。
事業の詳細はホームページを
ご覧ください。
〈問い合わせ〉林業振興課
☎０９２-６４３-３５４０Ⓕ０９２-６４３-３５４１

地域の子育てを応援したい高齢
者の方（６０歳以上）を対象に、子
育て支援に関する研修会を開催
します。
〈日程・場所〉
①イイヅカコミュニティセンター
（飯塚市飯塚）

②ふくふくプラザ（福岡市中央区荒戸）

③コムシティ（北九州市八幡西区黒崎）

④えーるピア（久留米市諏訪野町）

〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県７０歳現役応援センター内
「ふくおか子育てマイスター」コーナー
☎０９２-４８１-１３１２Ⓕ０９２-６２３-５６７７
　　http://fscr.or.jp/meister/HP

HP
HP

宗像・沖ノ島大国宝展

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺
産群の世界遺産登録に向けて、沖
ノ島から出土した貴重な神宝を展
示します。
〈期間〉９月１７日（土）～
１１月２８日（月）９時～１７時
（※初日のみ１１時３０分～）
〈会場〉宗像大社神宝館（宗像市田島）
〈料金〉一般１２００円（１０００円）、
高大生８００円（６００円）、小中生
６００円（４００円）※（）内は前売り
〈問い合わせ〉
世界遺産登録推進室
☎０９２-６４３-３１６２Ⓕ０９２-６４３-３１６３
    http://www.okinoshima-heritage.jp/HP

【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。

日　程 教　室　名

県HP

〈日時・会場〉
①９月２１日（水）１０時～１４時３０分
イオンモール福津（福津市日蒔野）
②９月２８日（水）１０時～１４時
小郡市生涯学習センター（小郡市
大板井）
③１０月４日(火) １０時～１４時
飯塚市中央公民館（飯塚市飯塚）
④１０月１４日（金）１０時～１４時
小波瀬コミュニティセンター（苅
田町新津）
⑤１１月１１日（金）１０時～１４時
久留米市役所（久留米市城南町）
⑥１１月１５日（火）１０時～１４時
ＡＩＭビル（北九州市小倉北区浅野）
⑦１１月２５日（金）１０時～１４時３０分
アミカス（福岡市南区高宮）
⑧１２月２日(金) １０時～１４時
田川文化センター（田川市平松町）
※参加無料、託児あり（要予約）
※履歴書不要、申込不要、服装自由
※開催時間は予定です
〈問い合わせ〉
各子育て女性就職支援センター
福岡　①⑦
☎０９２-７３５-６１５０Ⓕ０９２-７１２-０４９７
北九州　④⑥
☎０９３-５３３-６６３７Ⓕ０９３-５３３-６６３８
筑後　②⑤
☎０９４２-３８-７５７９Ⓕ０９４２-３０-１０２５
筑豊　③⑧
☎０９４８-２２-１６８１Ⓕ０９４８-２２-４１１８
またはマンパワーグループ（株）
☎０９２-７４１-９５３１Ⓕ０９２-７５１-１０６９

県HP

１０月４日（火）・６日（木）・１１日
（火）・１９日（水）・２０日（木）・２５
日（火）・２８日（金）

１０月３１日（月）・１１月４日（金）・
７日（月）・１４日（月）・２１日（月）・
２２日（火）・２９日（火）

１２月２日（金）・６日（火）・７日
（水）・１２日（月）・１５日（木）・２０
日（火）・２２日（木）

１月１６日（月）・１８日（水）・１９日
（木）・２４日（火）・２５日（水）・３０
日（月）・２月１日（水）

子育て女性向け
合同会社説明会・
就職支援セミナー
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アンケート　
「福岡県だより9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9月３0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9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

世界初となる、種がほとんどない甘柿
の新品種「秋王」。糖度が高くサクサクと
した食感が特長です。
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

秋王 ※7ページに関連情報
（３．５kg ／箱 ×５人）

プレゼントコーナー

情報のひろば

伝統工芸館Web　検索
くまモン ふるさとよかもん　検索

スポーツや芸術を
楽しみませんか？

　　ねんりんスポーツ・文化祭
交流大会への参加者を募集します。
詳しくは各交流大会の実施要項を
ご覧ください。
〈対象〉原則として県内在住の６０歳
以上の人
〈期間〉平成２９年２月まで順次開催
〈種目〉卓球、ソフトテニス、ソフトボー
ル、ゲートボール、将棋など全２３種目
〈問い合わせ〉
福岡県社会福祉協議会
☎０９２-５８４-３３７７Ⓕ０９２-５８４-３３６９
http://www.fsw.or.jp/

　　　ふくおか県民文化祭
　　　オープニングイベント
全国を舞台に活躍する直方発のブ
ラスバンドと、地元の和太鼓との異
色の共演を披露します。※参加無料
〈日時〉１０月２日（日）１３時３０分～
１５時３０分
〈場所〉ユメニティのおがた（直方市
大字山部）
〈申し込み・問い合わせ〉文化振興課
☎０９２-６４３-３３８２Ⓕ０９２-６４３-３３４７
      http://www.kenbunsai-fukuoka.jp/

来場者の投票により、障害者の皆
さんがつくるお菓子やパンなど
の「まごころ製品」のグランプリを
決定します。「まごころ製品」の販
売やステージイベントも行います。
〈日時〉１０月１８日（火）
１１時３０分～１９時
※投票は１７時３０分まで
〈場所〉ＪＲ博多駅前イベントスペー
ス（福岡市博多区博多駅中央街）
〈問い合わせ〉障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６３Ⓕ０９２-６４３-３３０４

ふくおか介護フェスタ２０１６

介護技術の競技や女優・松島トモ
子さんの講演など、介護への理解
が深まるイベントです。
〈日時〉１１月６日（日）
１１時～１６時３０分
〈場所〉パピヨン24ガスホール
（福岡市博多区）
〈定員〉５００人（先着順）
※入場無料
〈申込締切〉１０月２６日（水）必着
〈申し込み・問い合わせ〉
公益社団法人福岡県介護福祉士会
☎０９２-４７４-７０１５Ⓕ０９２-４３６-５２３４
　　http://www.f-kaigo.jp

難病の方のための講演会

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。
〈日時・場所〉
①１０月６日（木）１３時～１６時
西日本新聞会館１６階天神スカイ
ホール（福岡市中央区天神）
②１０月２０日（木）１３時～１６時
飯塚市立岩公民館４階大研修室
（飯塚市新飯塚）
③１１月１８日（金）１３時～１６時
久留米商工会館５階大ホール
（久留米市城南町）
〈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
〈問い合わせ〉福岡県７０歳現役応
援センター福岡オフィス
☎０９２-４３２-２５７７Ⓕ０９２-４３２-２５１３
　　http://70-f.net/HP

痛みの管理や就労支援についての
医療講演会です。難病の方、ご家族
の方、お気軽にお越しください。
〈日時〉１０月２２日（土）１３時～１６時
〈場所〉九州大学医学部百年講堂
（福岡市東区馬出）
〈定員〉９５人（難病患者、家族優先）
※入場無料
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県難病相談・支援センター
☎０９２-６４３-８２９２Ⓕ０９２-６４３-１３８９
　 http://www.fnanbyou-c.orgHP

ふくおか町村フェア

〈日時〉１０月２２日（土）１０時３０分～
１６時３０分、２３日（日）１１時～１６時
〈場所〉天神中央公園
（福岡市中央区天神）
〈内容〉福岡の町村自慢の特産品
の販売、郷土芸能のステージイベ
ントなど※入場無料、申込不要
〈問い合わせ〉福岡県町村会
☎０９２-６５１-１１２１Ⓕ０９２-６５１-４２８７
または広域地域振興課
☎０９２-６４３-３１８０Ⓕ０９２-６４３-３１６４

HP

HP

HP

ニセ電話詐欺に注意
電話でお金はすべて詐欺！
すぐに相談・１１０番！
福岡県警　ニセ電話　検索

●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
　R KB「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

福岡県の広報活動 ●福岡県ホームページ
　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
　バナー広告募集中
●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！
●Twitter(ツイッター）

●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka

福岡県　バナー  検索

https://twitter.com/Pref_Fukuoka
アカウント

※写真はイメージです

◀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　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

©2010熊本県くまモン

【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。

高齢者のための
しごと・ボランティア合同説明会 

　　　障害者雇用促進大会
障害者雇用優良事業所などの表
彰や、基調講演を行います。
〈日時〉１０月１１日（火）
１４時～１５時３０分
〈場所〉福岡県庁３階講堂
（福岡市博多区東公園）
〈定員〉２００人（先着順）
※参加無料、要事前申込
〈申し込み・問い合わせ〉
新雇用開発課
☎０９２-６４３-３５９４Ⓕ０９２-６４３-３６１９

　　障害者雇用促進面談会
就職を希望する障害者の方が企
業の人事担当者と直接面談でき
ます。※参加無料、履歴書持参
〈日時・場所〉
①９月２０日（火）１２時～１６時
福岡国際会議場
（福岡市博多区石城町）
②９月２３日（金）１２時～１６時
久留米リサーチセンタービル
（久留米市百年公園）
③１０月１４日（金）１３時～１６時
のがみプレジデントホテル
（飯塚市新立岩）
④１０月１８日（火）１２時～１６時
西日本総合展示場新館ＡＩＭビル
３階（北九州市小倉北区浅野）
〈問い合わせ〉最寄りのハロー
ワーク、または新雇用開発課
☎０９２-６４３-３５９４Ⓕ０９２-６４３-３６１９

障害者の雇用促進を目指して
県HP

県HP

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

民生委員・児童委員活動の一層の
充実・発展に向けてプレ大会を開
催します。
〈日時〉９月２１日（水）１３時～15時30分
〈場所〉福岡国際会議場（福岡市博
多区石城町）※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉福祉総務課
☎０９２-６４３-３２４３Ⓕ０９２-６４３-３２４５

民生委員制度創設１００周年
記念プレ大会 県HP

「まごころ製品」
美味しいものグランプリ県HP

熊本地震からの復興にあたり、皆さまから、多大な
るご支援をいただき、心からお礼申し上げます。
復興に向けて動き出した熊本をぜひ「来て、見て、
食べて」応援してください。
〈問い合わせ〉熊本県広報課
☎096-333-2027Ⓕ096-386-2040

ふるさと大分で「活躍する企業」や「働く人」、「魅力
的な大分」を発信して大学生などの県内就職を後
押しするWebマガジン「オオイタカテテ！」を創刊し
ました。タイトルの「カテテ」は、「仲間に入れて」と
いう大分の方言です。大分の魅力をどんどん発信
し、皆さんと一緒
に大分を盛り上
げていきたいと
考えています。ぜ
ひご覧ください。

元気です！くまもと・おおいた

熊本県産品の購入はこちらから
・くまモンのふるさとよかもんショップ
・熊本県伝統工芸館Webショップ

なごみ紀行　検索

天草五橋祭　検索

熊本の観光情報はこちらから
・熊本県観光サイト「なごみ紀行」

オオイタカテテ！　検索

〈問い合わせ〉大分県雇用労働政策課
☎097-506-3343Ⓕ097-506-1756
Webマガジン「オオイタカテテ！」

「天草五橋祭」　
９月２４日（土）～２５日（日）開催

Webマガジン「オオイタカテテ！」創刊！

平成28年熊本地震で被災した熊本県・大分県の復興を支援するため、紙面提供により両県の情報発信を行っています

がんばるけん！
くまもとけん！
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アンケート　
「福岡県だより9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9月３0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9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

世界初となる、種がほとんどない甘柿
の新品種「秋王」。糖度が高くサクサクと
した食感が特長です。
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

秋王 ※7ページに関連情報
（３．５kg ／箱 ×５人）

プレゼントコーナー

情報のひろば

伝統工芸館Web　検索
くまモン ふるさとよかもん　検索

スポーツや芸術を
楽しみませんか？

　　ねんりんスポーツ・文化祭
交流大会への参加者を募集します。
詳しくは各交流大会の実施要項を
ご覧ください。
〈対象〉原則として県内在住の６０歳
以上の人
〈期間〉平成２９年２月まで順次開催
〈種目〉卓球、ソフトテニス、ソフトボー
ル、ゲートボール、将棋など全２３種目
〈問い合わせ〉
福岡県社会福祉協議会
☎０９２-５８４-３３７７Ⓕ０９２-５８４-３３６９
http://www.fsw.or.jp/

　　　ふくおか県民文化祭
　　　オープニングイベント
全国を舞台に活躍する直方発のブ
ラスバンドと、地元の和太鼓との異
色の共演を披露します。※参加無料
〈日時〉１０月２日（日）１３時３０分～
１５時３０分
〈場所〉ユメニティのおがた（直方市
大字山部）
〈申し込み・問い合わせ〉文化振興課
☎０９２-６４３-３３８２Ⓕ０９２-６４３-３３４７
      http://www.kenbunsai-fukuoka.jp/

来場者の投票により、障害者の皆
さんがつくるお菓子やパンなど
の「まごころ製品」のグランプリを
決定します。「まごころ製品」の販
売やステージイベントも行います。
〈日時〉１０月１８日（火）
１１時３０分～１９時
※投票は１７時３０分まで
〈場所〉ＪＲ博多駅前イベントスペー
ス（福岡市博多区博多駅中央街）
〈問い合わせ〉障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６３Ⓕ０９２-６４３-３３０４

ふくおか介護フェスタ２０１６

介護技術の競技や女優・松島トモ
子さんの講演など、介護への理解
が深まるイベントです。
〈日時〉１１月６日（日）
１１時～１６時３０分
〈場所〉パピヨン24ガスホール
（福岡市博多区）
〈定員〉５００人（先着順）
※入場無料
〈申込締切〉１０月２６日（水）必着
〈申し込み・問い合わせ〉
公益社団法人福岡県介護福祉士会
☎０９２-４７４-７０１５Ⓕ０９２-４３６-５２３４
　　http://www.f-kaigo.jp

難病の方のための講演会

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。
〈日時・場所〉
①１０月６日（木）１３時～１６時
西日本新聞会館１６階天神スカイ
ホール（福岡市中央区天神）
②１０月２０日（木）１３時～１６時
飯塚市立岩公民館４階大研修室
（飯塚市新飯塚）
③１１月１８日（金）１３時～１６時
久留米商工会館５階大ホール
（久留米市城南町）
〈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
〈問い合わせ〉福岡県７０歳現役応
援センター福岡オフィス
☎０９２-４３２-２５７７Ⓕ０９２-４３２-２５１３
　　http://70-f.net/HP

痛みの管理や就労支援についての
医療講演会です。難病の方、ご家族
の方、お気軽にお越しください。
〈日時〉１０月２２日（土）１３時～１６時
〈場所〉九州大学医学部百年講堂
（福岡市東区馬出）
〈定員〉９５人（難病患者、家族優先）
※入場無料
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県難病相談・支援センター
☎０９２-６４３-８２９２Ⓕ０９２-６４３-１３８９
　 http://www.fnanbyou-c.orgHP

ふくおか町村フェア

〈日時〉１０月２２日（土）１０時３０分～
１６時３０分、２３日（日）１１時～１６時
〈場所〉天神中央公園
（福岡市中央区天神）
〈内容〉福岡の町村自慢の特産品
の販売、郷土芸能のステージイベ
ントなど※入場無料、申込不要
〈問い合わせ〉福岡県町村会
☎０９２-６５１-１１２１Ⓕ０９２-６５１-４２８７
または広域地域振興課
☎０９２-６４３-３１８０Ⓕ０９２-６４３-３１６４

HP

HP

HP

ニセ電話詐欺に注意
電話でお金はすべて詐欺！
すぐに相談・１１０番！
福岡県警　ニセ電話　検索

●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
　R KB「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

福岡県の広報活動 ●福岡県ホームページ
　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
　バナー広告募集中
●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！
●Twitter(ツイッター）

●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka

福岡県　バナー  検索

https://twitter.com/Pref_Fukuoka
アカウント

※写真はイメージです

◀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　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

©2010熊本県くまモン

【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。

高齢者のための
しごと・ボランティア合同説明会 

　　　障害者雇用促進大会
障害者雇用優良事業所などの表
彰や、基調講演を行います。
〈日時〉１０月１１日（火）
１４時～１５時３０分
〈場所〉福岡県庁３階講堂
（福岡市博多区東公園）
〈定員〉２００人（先着順）
※参加無料、要事前申込
〈申し込み・問い合わせ〉
新雇用開発課
☎０９２-６４３-３５９４Ⓕ０９２-６４３-３６１９

　　障害者雇用促進面談会
就職を希望する障害者の方が企
業の人事担当者と直接面談でき
ます。※参加無料、履歴書持参
〈日時・場所〉
①９月２０日（火）１２時～１６時
福岡国際会議場
（福岡市博多区石城町）
②９月２３日（金）１２時～１６時
久留米リサーチセンタービル
（久留米市百年公園）
③１０月１４日（金）１３時～１６時
のがみプレジデントホテル
（飯塚市新立岩）
④１０月１８日（火）１２時～１６時
西日本総合展示場新館ＡＩＭビル
３階（北九州市小倉北区浅野）
〈問い合わせ〉最寄りのハロー
ワーク、または新雇用開発課
☎０９２-６４３-３５９４Ⓕ０９２-６４３-３６１９

障害者の雇用促進を目指して
県HP

県HP

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

民生委員・児童委員活動の一層の
充実・発展に向けてプレ大会を開
催します。
〈日時〉９月２１日（水）１３時～15時30分
〈場所〉福岡国際会議場（福岡市博
多区石城町）※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉福祉総務課
☎０９２-６４３-３２４３Ⓕ０９２-６４３-３２４５

民生委員制度創設１００周年
記念プレ大会 県HP

「まごころ製品」
美味しいものグランプリ県HP

熊本地震からの復興にあたり、皆さまから、多大な
るご支援をいただき、心からお礼申し上げます。
復興に向けて動き出した熊本をぜひ「来て、見て、
食べて」応援してください。
〈問い合わせ〉熊本県広報課
☎096-333-2027Ⓕ096-386-2040

ふるさと大分で「活躍する企業」や「働く人」、「魅力
的な大分」を発信して大学生などの県内就職を後
押しするWebマガジン「オオイタカテテ！」を創刊し
ました。タイトルの「カテテ」は、「仲間に入れて」と
いう大分の方言です。大分の魅力をどんどん発信
し、皆さんと一緒
に大分を盛り上
げていきたいと
考えています。ぜ
ひご覧ください。

元気です！くまもと・おおいた

熊本県産品の購入はこちらから
・くまモンのふるさとよかもんショップ
・熊本県伝統工芸館Webショップ

なごみ紀行　検索

天草五橋祭　検索

熊本の観光情報はこちらから
・熊本県観光サイト「なごみ紀行」

オオイタカテテ！　検索

〈問い合わせ〉大分県雇用労働政策課
☎097-506-3343Ⓕ097-506-1756
Webマガジン「オオイタカテテ！」

「天草五橋祭」　
９月２４日（土）～２５日（日）開催

Webマガジン「オオイタカテテ！」創刊！

平成28年熊本地震で被災した熊本県・大分県の復興を支援するため、紙面提供により両県の情報発信を行っています

がんばるけん！
くまもとけん！
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ロック、ジャズ、カントリーなどさまざまなジャンルの音
楽を感じてください。当日は屋台村もオープン！

福岡県だより 通巻115号 ●県庁代表 ☎092-651-1111  ●県民情報広報課 ☎092-643-3102　ファクス092-632-5331
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）

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

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。

健康広場（糟屋郡須恵町上須恵1167-3）
須恵町商工会
☎092-932-6700　ファクス092-932-8084

店舗に見立てた軽トラックや乗用車の荷台に、農産物や
手作り雑貨などの逸品が大集合！

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

軽トラ市「農っ工ら商」
9月18日(日)

しいだアグリパーク内（築上町湊1295）
築上町商工課
☎0930-52-0001　ファクス0930-52-0023

神楽の上演や築上町の物産品販売、オリジナルぐるめ
グランプリなど町を挙げて盛り上げます。

ちくじょう祭り
10月16日(日)

福智町屋内競技場（福智町金田1171-1）
福智町まちづくり総合政策課
☎0947-22-0555　ファクス0947-22-0782

食と器と音楽のコラボレーション！県内の名店の逸品が
一堂に会する九州最大規模のスイーツイベントです。

福智スイーツ大茶会
10月22日(土)～23日(日)

久留米市草野町一帯
草野まちかど博物館実行委員会事務局
☎/ファクス0942-47-0002

古い町並みが残る草野町の旧家屋。そこに伝わる美
術・文化資料などが一般公開されます。

草野まちかど博物館
11月5日(土)～6日(日)

石炭記念公園（田川市伊田2734-1）
田川市たがわ魅力向上課
☎0947-44-2000　ファクス0947-46-0124

炭坑節に歌われる二本煙突や竪坑櫓を背景に、１万人の
総踊り。本場の炭坑節を体感しませんか？

TAGAWAコールマイン・フェスティバル
11月5日(土)～6日(日)

夜須高原記念の森（筑前町櫛木3-6）
夜須高原記念の森
☎0946-42-0590　ファクス0946-42-0591

夜須高原音楽祭
9月22日(木・祝)

遠賀町ふれあいの里センター（遠賀町浅木2-31-1）
遠賀町福祉課
☎093-293-1234　ファクス093-293-0806

健康と福祉をテーマに、障害者や高齢者などさまざま
な方が参加したステージやバザーなどが催されます。

遠賀町健康福祉まつり
10月16日(日)

大木の湯アクアス（大木町八町牟田538-1）
大木町企画課
☎0944-32-1036　ファクス0944-32-1054

ケイトウ満開のコースで、郷土を学んだり、地元料理に舌
鼓を打ったりしながら町をさるいて(歩いて)ください。

堀のまち大木さるこいフェスタ
10月30日(日)

西日本総合展示場、あるあるCityほか
北九州市ＭＩＣＥ推進課
☎093-551-8152　ファクス093-551-8151

漫画やアニメ、アイドルなどをテーマに開催する九州最
大級のポップカルチャーイベントです。

北九州ポップカルチャーフェスティバル
11月5日(土)～6日(日)

1
須恵町

6
築上町

7
福智町

9
北九州市

111111
田川市
田川市
田川市

11
田川市

5
遠賀町

2
筑前町

日本最古の山城・大野城を守り伝える、市内最大の祭
り。四王寺山に灯される「大」の文字は必見です。
大文字公園（大野城市瓦田４-１）
おおの山城大文字まつり委員会
☎/ファクス０９２-５７４-６６７７　

おおの山城大文字まつり
9月24日(土)～25日(日)

3
大野城市

場
問
大川産業会館（大川市酒見221-3）
大川木工まつり実行委員会事務局
☎0944-87-2101　ファクス0944-88-1776

日本一の家具・建具の産地・大川市最大のイベント。展
示販売やステージイベント、屋台村などが催されます。

大川木工まつり
10月8日(土)～10日(月・祝)
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大川市
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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）」で動画を配信しています。

⑦福智スイーツ大茶会（福智町）

⑪TAGAWAコールマイン・フェスティバル
　（田川市）
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