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高良大社（久留米市）
厄よけ・延命長寿で名高い筑後国一の宮（地域の中で最も格式
が高いとされる神社）であり、１６００年以上の歴史を誇りま
す。例年１０月下旬～１１月上旬ころには、散策をしながら高良
山内の至るところで紅葉を楽しむことができます。

エコトン

さあ、カラダを動かそう～秋から始める健康づくり～

こう     ら   たい しゃ
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雄大な筑後川、広がる田園風景、思わず
「走りたくなる」「歩きたくなる」筑後地域の１２
市町で、秋から春にかけて、多くのマラソン・
駅伝・ウオーキング大会が開催されます。

問い合わせ：筑後田園都市推進評議
会事務局（広域地域振興課）
☎０９２-６４３-３１７７
ファクス０９２-６４３-３１６４

清水山もみじウォーク
（医師と歩こう！県民健康ウォーク）
　「美しい日本の歩きたくなる道」
500選に選定され、紅葉が美しい清
水山をウオーキングできます。
開催日：１１月２３日（水・祝）

なかまフットパス～世界遺産を訪ねる～
　世界遺産「官営八幡製鐵所遠賀
川水源地ポンプ室」など、歴史を感
じるコースを地元ガイドと歩きます。
開催日：１１月２６日（土）

九州自然歩道で行く紅葉トレッキング
　紅葉が美しい九州自然歩道を散
策。赤村でとれた新米や旬の野菜な
ど秋の実りたっぷりのお弁当や、歩い
た後の源じいの森温泉も魅力です。
開催日：１１月２７日（日）

里山ガイドと楽しむ里山散策と山のご馳走ランチ
　地元の方が保全に取り組む里山で紅葉を満喫した後は、採れたての山
菜や地元食材を使ったランチが待っています。　開催日：１１月２７日（日）

　遠賀川・玄界灘の恵み豊かな水辺にあ
る遠賀・中間地域。食・自然・ものづくり・ス
ポーツなど、魅力的な地域資源を生かした
３４の体験プログラムを開催しています。

　田川地域８市町村の魅力を体
験できる「あったがわの旅」。自
然を満喫できるトレッキングや紅
葉名所をめぐる旅など、田川地
域ならではの企画が満載です。

　直方・鞍手地域の４市町では、地域資源を
生かした体験交流型プログラムを開催。お寺
でのヨガ体験やものづくり体験など、ここでし
か味わえない魅力がいっぱいです。

マラソンやトレッキング、ウオーキングなどの運動と一緒に、景観・歴史・グルメ・温泉など、その土地ならではの
魅力を楽しめるイベントやコースが県内各地にあります。地域のさまざまな表情を見つけに出かけましょう！

筋肉・骨・関節などの病気や衰えにより歩行や日常生活に支障がでる
「ロコモ※」。自宅でも行える簡単な運動を習慣づけることで、ロコモ予防に
つながります。元気な足腰を保ち、健康寿命を延ばすためのトレーニングが
「ロコトレ」です。

床につかない程
度に、片脚を上
げます。

転倒しないよう、
つかまるものが
ある場所で行う。

左右１分間ずつ、
１日３回行いましょう。

足を肩幅より少し広げ、つま先
を３０度ずつ開いて立ちます。

膝がつま先より前に出ないよう、お尻
を後ろに引くように、体を沈めます。

● 動作中は息を止めない
● 負担がかかり過ぎないよう、膝は９０度以上曲げない
● 上記の動作が難しい場合、椅子に腰かけ、机に手をつきながら
　 立ち座りの動きを繰り返す

　健康はかけがえのない財産です。
　福岡県では、「健康寿命」を延ばし、高齢になっても元気な毎日を送ることができ
るよう、自ら手軽に健康増進に取り組める耳よりの情報の提供（「福岡県健康ポー
タルサイト」）や、県内事業所への「健康づくりアドバイザー」の派遣などさまざまな
取り組みを行っています。
　また、県内には、県民の皆さんがウオーキングやジョギングをしながら、自然や
風景を楽しむことができる地域やイベントが数多くあります。
　スポーツの秋です。暑さも和らぎ、体を動かすのに最適なこの季節、「健康寿命」
を延ばすため、楽しみながら「健康づくり」を始められてはいかがでしょうか。

コースには「カンセ」と呼ばれ
る馬のオブジェや矢印、リボ
ンなどの目印があるので、初
めてのコースでも安心です

宗像・大島コース

※ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の略称。 ふくおか県政出前講座で「ロコモ予防
講座」を実施中

問い合わせ：健康増進課　☎０９２-６４３-３２６９　ファクス０９２-６４３-３２７１

問い合わせ：（公社）福岡県観光連盟　☎０９２-６４５-００１９　ファクス０９２-６４５-００２０
運動を通じて
地域の魅力に触れよう！
運動を通じて
地域の魅力に触れよう！

自宅で始める運動習慣「ロコトレ」自宅で始める運動習慣「ロコトレ」

バランス能力をつけるロコトレ
片脚立ち

下肢筋力をつけるロコトレ
スクワット
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4.ちょっくらふれ
旅

2.水辺のくに博覧
会

1. 2.

深呼吸するペースで、５～６回繰り返し、１日３回行いましょう。

走りとーなる筑後　検索詳しくは

秋に運動するなら「九州オルレ」もおすすめです。県内
では特徴豊かな３コースが整備されています。自然を五感
で感じながら、自分のペースで歩くことができるので、老
若男女問わず楽しめます。
詳しくは福岡県観光情報サイト「クロスロードふくおか」

をご覧ください。

秋のおすすめは、紅葉の景色が自慢の「久
留米・高良山コース」です。紅葉以外にも、近年
人気のパワースポット「夫婦榊」「愛のさざん
か」、九州最大級の社殿を誇る「高良大社」な
ど、見どころがたくさん。
（距離：８．６ｋｍ　所要時間３～４時間）

5.九州オルレ

クロスロードふくおか　検索詳しくは

福岡　出前講座　検索詳しくは

福岡　健康　検索詳しくは

問い合わせ：芦屋町観光協会
☎０９３-２２３-３４８１
ファクス０９３-２２１-１００２

水辺のくに　秋　検索詳しくは 問い合わせ：田川広域観光協会
☎０９４７-４５-０７００　
ファクス０９４７-４５-０７１０

たがわネット　検索詳しくは

問い合わせ：直方市観光物産振興協会
☎０９４９-２８-８１３５　ファクス０９４９-２８-８１３６

ちょっくらふれ旅　検索詳しくは

福岡県健康ポータルサイトで、ロコトレの方法を動画で分かりやすく紹介しています。

自分の体調に留意しながら、少しずつでも毎日続けましょう ！

こう     ら    さん

きよ　みず　やま

め お と さかき

※上記の各イベントは定員になり次第締切となります。 FUKUOK A  PR EFECTUR E  NEWS 0302 FUKUOK A  PR EFECTUR E  NEWS

秋から始める健康づくりさあ、カラダを
動かそう 夏の暑さから解放され、心地よく過ごせる季節になりました。

秋から冬にかけては、体温を保持しようと体内の栄養素を燃やす働きが強まり、
運動効果も高まる、体を動かし汗を流すには最適の季節といえます。
そんな秋から始める健康づくりをご紹介します。 
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ジェネリック医薬品とは、先に開発された薬（先発医薬品）の特許期間終了後に発売される医
薬品で、先発医薬品と同じ有効成分・同じ効き目として国が承認したものです。ジェネリック医
薬品を使うと、さまざまなメリットがあります。ぜひ、ご利用ください。

児童虐待は、児童の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えます。虐待かもと思ったら
すぐにお電話ください。連絡は匿名でも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

 地域の目が児童虐待を防ぎます

ジェネリック医薬品を使ってみませんか 博多和牛を買って、食べて応援しよう ！

問い合わせ：食の安全・地産地消課　☎０９２-６４３-３５７５　ファクス０９２-６４３-３５７３

問い合わせ：畜産課　☎０９２-６４３-３４９７　ファクス０９２-６４３-３５１７

問い合わせ：児童家庭課　☎０９２-６４３-３２５６　ファクス０９２-６４３-３２６０

問い合わせ：薬務課　☎０９２-６４３-３２８５　ファクス０９２-６４３-３３05

児童虐待には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト（保護の
怠慢・拒否）、心理的虐待があります。
「あの子、もしかしたら虐待を受けているのかしら」
「子育てがつらくてつい子どもにあたってしまう」などと
感じた場合は、すぐにお電話ください ！ 専門家が対応します。

１８９番にかけると
お近くの児童相談所
につながります。
※通話料がかかります。

福 岡 児 童 相 談 所
久留米児童相談所
田 川 児 童 相 談 所
大牟田児童相談所

☎０９２-５８６-００２３
☎０９４２-３２-４４５８
☎０９４７-４２-０４９９
☎０９４４-５４-２３４４

宗 像 児 童 相 談 所
京 築 児 童 相 談 所
福岡市こども総合相談センター
北九州市子ども総合センター

☎０９４0-３７-３２５５
☎０９７９-８４-０４０７
☎０９２-８３２-７１００
☎０９３-８８１-４５５６

福岡県では、安心・安全でおいしい農林水産物がたくさん生産されています。
「いただきます！」という感謝の気持ちを込めて、食べる人だけでなく作る人にも「幸せ」を広
げる「食育・地産地消県民運動」を展開しています。

福岡の“おいしい”を食べよう！

福岡のおいしい幸せ　検索詳しくは

福岡県　博多和牛フェア　検索

福岡県内の
児童相談所

①先発医薬品と比較して低価格なため、患者さんが支
払う薬代が安くなります。
②薬代の削減によって、国全体の医療費を軽減できま
す。節約した医療費を新薬の開発などに有効活用で
きるほか、医療保険制度の維持につながります。
③新しい技術で先発医薬品に独自の工夫を加え、味
や飲みやすさ、使用感を改良したものもあるので、
より幅広く自分に合った薬を選ぶことができます。

和牛を育て、お米も作る
博多和牛生産者のほとんどは、米農家でもあ

ります。良質な「稲わら」を和牛に与え、できた堆
肥を田んぼに還元するという循環の中で、博多
和牛を大切に育てています。

やわらかくジューシーなおいしさが評判
「博多和牛」が生まれてから今年で１１年。平
成２３年の九州大会では、最高位である金賞を
受賞しました。来年は、日本一の和牛を目指して
「和牛オリンピック」に初出場します。

期日：１１月２３日（水・祝）
場所：もーもーらんど油山牧場
　　　（福岡市南区柏原）
内容：博多和牛の試食、販売や
　　  ステージイベントなど

１．ジェネリック医薬品を使うメリットは？

国が定める厳しい基準を満たしたもののみが承認
されるため、効き目はもちろん、安全性も先発医薬品
と同等です。

２．効き目や品質は大丈夫？

　ジェネリック医薬品は医療用医薬品ですので、
まずは医師・薬剤師にご相談ください。

その他、薬の使用方法や取り扱い方などに関して
ご質問がある場合は、こちらにお電話ください。
公益社団法人 福岡県薬剤師会 薬事情報センター
くすりなんでもテレホン  ☎０９２-２７１-１５８５
受付時間 月～金：９時～１７時３０分 土：９時～１２時

１１月は「食育・地産地消月間」です
県内各地で、収穫祭や飲食店での地産地消フェア

など多彩なイベントが実施されます。
福岡県産の農林水産物を「買って応援 ！ 食べて
応援 ！ 」しましょう。

農林水産業体験ツアーにご案内 ！
旬の食材や食に関するイベント情報
などをメールマガジンでお届けします。

県産の農林水産物を積極的に購入して、
福岡の農林水産業を応援していただける
ご家庭を募集しています。

３．ジェネリック医薬品を使用したいときは

１１月２３日から来年１月にかけて、
県内各地の飲食店で
博多和牛フェア を開催します ！
＜キックオフイベント＞

昨年の農林水産業体験ツアー（いちじく収穫体験）

11月は
児童虐待防止
推進月間です

子育てに関する一般的なお悩みは、お住まいの市町村の子育て支援相談窓口にご相談ください。

特典１
特典2

「ふくおかの農業応援ファミリー」募集中 ！

イベント・店舗情報については

有名レストランやホテルでも大好評！「博多和牛」をぜひご堪能ください。

FUKUOK A  PR EFECTUR E  NEWS 0504 FUKUOK A  PR EFECTUR E  NEWS



ジェネリック医薬品とは、先に開発された薬（先発医薬品）の特許期間終了後に発売される医
薬品で、先発医薬品と同じ有効成分・同じ効き目として国が承認したものです。ジェネリック医
薬品を使うと、さまざまなメリットがあります。ぜひ、ご利用ください。

児童虐待は、児童の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えます。虐待かもと思ったら
すぐにお電話ください。連絡は匿名でも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
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ジェネリック医薬品を使ってみませんか 博多和牛を買って、食べて応援しよう ！

問い合わせ：食の安全・地産地消課　☎０９２-６４３-３５７５　ファクス０９２-６４３-３５７３

問い合わせ：畜産課　☎０９２-６４３-３４９７　ファクス０９２-６４３-３５１７

問い合わせ：児童家庭課　☎０９２-６４３-３２５６　ファクス０９２-６４３-３２６０

問い合わせ：薬務課　☎０９２-６４３-３２８５　ファクス０９２-６４３-３３05
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怠慢・拒否）、心理的虐待があります。
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感じた場合は、すぐにお電話ください ！ 専門家が対応します。

１８９番にかけると
お近くの児童相談所
につながります。
※通話料がかかります。

福 岡 児 童 相 談 所
久留米児童相談所
田 川 児 童 相 談 所
大牟田児童相談所

☎０９２-５８６-００２３
☎０９４２-３２-４４５８
☎０９４７-４２-０４９９
☎０９４４-５４-２３４４

宗 像 児 童 相 談 所
京 築 児 童 相 談 所
福岡市こども総合相談センター
北九州市子ども総合センター

☎０９４0-３７-３２５５
☎０９７９-８４-０４０７
☎０９２-８３２-７１００
☎０９３-８８１-４５５６
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県産の農林水産物を積極的に購入して、
福岡の農林水産業を応援していただける
ご家庭を募集しています。

３．ジェネリック医薬品を使用したいときは
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（写真右から）
大学卒業後、両親から農業を
継いだ楢原さん、昭和58年
にラディッシュ栽培を始めた、
憲一さんの母、楢原美智子
（ならはらみちこ）さん、販路を
拡大し生産者をサポートする
堤さん

同大会男子シングルス決勝

海外試合に参加したときの熊谷

アントワープ大会男子ダブルス銀メダル

別名「二十日大根」の名の通り、
夏場は約20日で収穫できる

赤い漬け汁はドレッシングや
ソースの材料としても使えます

（写真提供　日本テニス協会）

（写真提供　日本テニス協会）

（写真提供　秩父宮記念スポーツ博物館）

今年は、福岡市・海の中道大橋で幼い３人の命を奪
った飲酒運転事故から１０年、粕屋町で高校生２人の命
を奪った事故から５年がたちます。８月２４日に開催され
た「福岡県飲酒運転撲滅県民大会」では、福岡県飲酒
運転撲滅総監督秋山幸二氏の決意表明と講演のほか、
被害者遺族からの
メッセージ発信が
行われ、参加者は
改めて飲酒運転の
撲滅を誓いました。

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。

生活安全課
☎０９２-６４３-３１６７　ファクス０９２-６４３-３１６９

問

県では、平成２４年にバンコク都と環境協力協定を
締結し、環境教育セミナーや指導者養成研修など、バ
ンコク都の環境教育を支援しています。８月２９日に、バ
ンコク都内の小学校で、ごみの分別をテーマとした環
境教育の公開授業が行われました。今後も、バンコク
都と連携し、実施
校の拡大や一般
市民向けの環境
啓発教材の作成
などを支援してい
きます。

環境政策課　
☎０９２-６４３-３３５２　ファクス０９２-６４３-３３５７

問

飲酒運転の撲滅を誓う

安心して食べることができ、平
成27年度には「福岡県６次化商
品コンクール」で県知事賞に輝
きました。
青果、加工品の販路拡大を担う

JAみいでは、これまで商談会など
により、関西や関東に販路を開いて
きました。「現在、青果の約８割は関東
へ出荷していますが、もっと地元・福岡
の皆さんにも食べてもらいたい」と、JA
みいの堤敏光さん。福岡県が全国に誇

るラディッシュであなたの食卓に彩りを
添えてみませんか？

赤く丸い形から「さくらんぼ
大根」の愛称で親しまれ、サラ
ダなどを鮮やかに彩るラディッ
シュ。福岡県は全国２位の生産
量を誇り、全国に向け出荷してい
ますが、そのほとんどは久留米市
北野町で生産されています。
この特産品から生まれたのがさ

くらんぼ大根の酢漬け。穀物酢、砂
糖、塩のみで味付けし、商品名の通
り素材の持ち味を生かしたやさしい
酸味とサクランボのような美しい赤色が特長です。
「わが家の祖母が作っていた味を再現しました」と、
青果の栽培と加工を手掛ける株式会社カラーリング
ファーム代表取締役の楢原憲一さん。もともとは規格
外品を利用して酢漬けを作り、自分たちで食べたり、近
所に配ったのが始まり。商品化にあたっては試作を繰り
返し、味が定まるまでに１年かかったそうです。
赤い色はラディッシュが持つ自然の色。着色料、保存

料、添加物は使用していないため、子どもから大人まで

問い合わせ
株式会社カラーリングファーム
☎０９４２-７８-４０４０　ファクス０９４２-７８-４００９
JAみい
☎０９４２-７８-３０３９　ファクス０９４２-７８-７００８
※梅の花久留米工場直売店、道の駅くるめなどで購入できます。

タイ・バンコク都で環境教育授業

　８月３０日、女性農業者のさらなる活躍を目指して、
「ふくおか女性農業者の大活躍大会２０１６」が北九州
市で開催されました。大会では、女性の視点を生かし
たトマト生産の６次産業化についての講演や、「女性が
輝く地域と農業」をテーマとしたリレートークが行われ
ました。参加者か
らは、「６次産業化
に取り組む参考
になった」といっ
た声が聞かれま
した。

経営技術支援課　
☎０９２-６４３-３５７２　ファクス０９２-６４３-３５１６

問

本県が全国に誇る八女茶と花を紹介する「夕涼み八
女茶カフェｉｎ博多」が、９月６日、７日、ＪＲ博多駅で開催さ
れました。８千人を超える人が八女茶の「水出し茶」を
味わい、「うま味が強くておいしい」「お茶の香りが良
い」と八女茶の魅力を満喫しました。また、会場は県産
のトルコギキョウ
やバラで飾られ、
華やかな雰囲気
に包まれま
した。

園芸振興課
☎０９２-６４３-３４８７　ファクス０９２-６４３-３４９０

問

女性農業者の活躍を応援

「福岡の八女茶」は、いい色、いい味、いい香り

老人の日の９月１５日、知事は今年度１００歳を迎え
る山下金吾さんを訪ね、長寿をお祝いしました。山下
さんは、退職後には地元老人クラブの会長を３期６年
務められ、今も毎日のようにグラウンドゴルフを楽し
むなど、元気に生き生きと過ごされています。山下さ
んをはじめ、今年
度１００歳を迎え
る１３４３人の皆さ
んに県から祝状
と記念品が贈ら
れました。

スポーツ振興課  
☎０９２-６４３-３４０５　ファクス０９２-６４３-３４０８

問

リオデジャネイロ・オリンピック競泳男子２００メート
ルバタフライで銀メダルを獲得した柳川市出身の坂
井選手が、９月１３日に県庁を訪れ、銀メダル獲得の報
告を行いました。坂井選手は、お祝いに駆け付けた皆
さんを前に、次回の東京オリンピックに向けた決意を
述べました。県で
は、坂井選手に対
し「県民スポーツ
栄誉賞｣の授与を
決定しています。

高齢者地域包括ケア推進課
☎０９２-６４３-３２４８　ファクス０９２-６４３-３２５３

問

競泳銀メダリスト坂井聖人選手が来庁

さくらんぼ大根のやさしい酢漬け

久留米市

ふくおかの食

1920（大正9）年
アントワープ大会で
銀メダルを獲得
　リオデジャネイロ・オリン
ピックで日本が獲得したメダ
ルは過去最高の４１個。テニス
の錦織圭選手が銅メダルに
輝いた際には「テニスで９６年
ぶりのメダル」と話題になり
ました。この９６年前にテニス
でメダルを取った選手が、日
本初のオリンピックメダリス
ト・熊谷一彌（大牟田市出身）
です。1920年アントワープ大

会でシングルス・ダブルスともに銀メダルを勝ち取り
ました。
　8歳のころ、三井物産の社員がテニスを楽しむ姿に

興味を持ち、見物に通い始めたのが熊谷とテニスと
の出会い。三井三池炭鉱の町、大牟田ならではです。
大学進学後に本格的にテニスを始めると国際大会で
も活躍し、卒業後は米国へテニス留学。三菱合資会社
銀行部（現三菱東京UFJ銀行）に就職後は、ニュー
ヨーク支店に在籍しながら腕を磨き、オリンピックで
の快挙につながりました。

福岡から続け、未来のメダリストたち
　今回のリオ大会でも、さまざまな競技で本県ゆかり
の選手がその雄姿を見せてくれました。県では「福岡
県タレント発掘事業」など、運動能力に優れた子ども
たちの育成に取り組んでいます。そのほか、東京オリ
ンピック・ラグビーＷ杯のキャンプ地誘致にも注力。
日本初のメダリストを生んだ福岡県から、次々とメダ
リストが登場するのが楽しみですね。

まさ 　と

祝 ！ １００歳おめでとうございます

つつみとしみつ

は  つ  か
ならはらけんいち

くま がいいち や

（参考）熊谷一彌「テニスを生涯の友として-熊谷一彌遺稿-」講談社、1976年
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（写真右から）
大学卒業後、両親から農業を
継いだ楢原さん、昭和58年
にラディッシュ栽培を始めた、
憲一さんの母、楢原美智子
（ならはらみちこ）さん、販路を
拡大し生産者をサポートする
堤さん

同大会男子シングルス決勝

海外試合に参加したときの熊谷

アントワープ大会男子ダブルス銀メダル

別名「二十日大根」の名の通り、
夏場は約20日で収穫できる

赤い漬け汁はドレッシングや
ソースの材料としても使えます

（写真提供　日本テニス協会）

（写真提供　日本テニス協会）

（写真提供　秩父宮記念スポーツ博物館）

今年は、福岡市・海の中道大橋で幼い３人の命を奪
った飲酒運転事故から１０年、粕屋町で高校生２人の命
を奪った事故から５年がたちます。８月２４日に開催され
た「福岡県飲酒運転撲滅県民大会」では、福岡県飲酒
運転撲滅総監督秋山幸二氏の決意表明と講演のほか、
被害者遺族からの
メッセージ発信が
行われ、参加者は
改めて飲酒運転の
撲滅を誓いました。

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。

生活安全課
☎０９２-６４３-３１６７　ファクス０９２-６４３-３１６９

問

県では、平成２４年にバンコク都と環境協力協定を
締結し、環境教育セミナーや指導者養成研修など、バ
ンコク都の環境教育を支援しています。８月２９日に、バ
ンコク都内の小学校で、ごみの分別をテーマとした環
境教育の公開授業が行われました。今後も、バンコク
都と連携し、実施
校の拡大や一般
市民向けの環境
啓発教材の作成
などを支援してい
きます。

環境政策課　
☎０９２-６４３-３３５２　ファクス０９２-６４３-３３５７

問

飲酒運転の撲滅を誓う

安心して食べることができ、平
成27年度には「福岡県６次化商
品コンクール」で県知事賞に輝
きました。
青果、加工品の販路拡大を担う

JAみいでは、これまで商談会など
により、関西や関東に販路を開いて
きました。「現在、青果の約８割は関東
へ出荷していますが、もっと地元・福岡
の皆さんにも食べてもらいたい」と、JA
みいの堤敏光さん。福岡県が全国に誇

るラディッシュであなたの食卓に彩りを
添えてみませんか？

赤く丸い形から「さくらんぼ
大根」の愛称で親しまれ、サラ
ダなどを鮮やかに彩るラディッ
シュ。福岡県は全国２位の生産
量を誇り、全国に向け出荷してい
ますが、そのほとんどは久留米市
北野町で生産されています。
この特産品から生まれたのがさ

くらんぼ大根の酢漬け。穀物酢、砂
糖、塩のみで味付けし、商品名の通
り素材の持ち味を生かしたやさしい
酸味とサクランボのような美しい赤色が特長です。
「わが家の祖母が作っていた味を再現しました」と、
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所に配ったのが始まり。商品化にあたっては試作を繰り
返し、味が定まるまでに１年かかったそうです。
赤い色はラディッシュが持つ自然の色。着色料、保存

料、添加物は使用していないため、子どもから大人まで

問い合わせ
株式会社カラーリングファーム
☎０９４２-７８-４０４０　ファクス０９４２-７８-４００９
JAみい
☎０９４２-７８-３０３９　ファクス０９４２-７８-７００８
※梅の花久留米工場直売店、道の駅くるめなどで購入できます。

タイ・バンコク都で環境教育授業

　８月３０日、女性農業者のさらなる活躍を目指して、
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ました。参加者か
らは、「６次産業化
に取り組む参考
になった」といっ
た声が聞かれま
した。

経営技術支援課　
☎０９２-６４３-３５７２　ファクス０９２-６４３-３５１６

問
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れました。８千人を超える人が八女茶の「水出し茶」を
味わい、「うま味が強くておいしい」「お茶の香りが良
い」と八女茶の魅力を満喫しました。また、会場は県産
のトルコギキョウ
やバラで飾られ、
華やかな雰囲気
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した。

園芸振興課
☎０９２-６４３-３４８７　ファクス０９２-６４３-３４９０

問
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度１００歳を迎え
る１３４３人の皆さ
んに県から祝状
と記念品が贈ら
れました。

スポーツ振興課  
☎０９２-６４３-３４０５　ファクス０９２-６４３-３４０８

問
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は、坂井選手に対
し「県民スポーツ
栄誉賞｣の授与を
決定しています。

高齢者地域包括ケア推進課
☎０９２-６４３-３２４８　ファクス０９２-６４３-３２５３

問
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さくらんぼ大根のやさしい酢漬け

久留米市

ふくおかの食
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の出会い。三井三池炭鉱の町、大牟田ならではです。
大学進学後に本格的にテニスを始めると国際大会で
も活躍し、卒業後は米国へテニス留学。三菱合資会社
銀行部（現三菱東京UFJ銀行）に就職後は、ニュー
ヨーク支店に在籍しながら腕を磨き、オリンピックで
の快挙につながりました。
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　今回のリオ大会でも、さまざまな競技で本県ゆかり
の選手がその雄姿を見せてくれました。県では「福岡
県タレント発掘事業」など、運動能力に優れた子ども
たちの育成に取り組んでいます。そのほか、東京オリ
ンピック・ラグビーＷ杯のキャンプ地誘致にも注力。
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飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

県HP

県HP

被爆者二世の健康診断

〈対象〉沖縄地域での本県出身の
戦没者および一般戦災死没者の
遺族（配偶者、父母、子、兄弟姉妹、
孫、甥・姪で福岡県に居住してい
る人）
〈日程〉平成２９年１月１９日（木）～
２０日（金）
※１月１９日は追悼式を実施
　[場所]福岡の慰霊の塔
　       （沖縄県糸満市摩文仁）
　[方式]無宗教献花方式
〈募集人数〉２０人
〈申込期限〉１１月２５日（金）必着
※応募多数の場合は、配偶者、
父母、子、兄弟姉妹を優先
〈申し込み・問い合わせ〉
一般財団法人福岡県遺族連合会
☎０９２-７６１-００１２Ⓕ０９２-７８１-２０５６
または最寄りの郡市区遺族（連
合）会

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

福岡県沖縄地域戦没者
慰霊巡拝団員

〈募集科目〉①コンピュータ製図
科②プログラム設計科③商業デ
ザイン科④ＯＡビジネス科
⑤建築設計科⑥流通ビジネス科
⑦総合実務科
〈訓練期間〉
１年間（②のみ２年間）
〈訓練定員〉各２０人（⑥のみ３０
人）※入校料・授業料無料
〈申込方法〉
居住地管轄のハローワークで職
業相談の上、申込書類を提出
〈募集期間〉１１月２日（水）～
平成２９年１月６日（金）
〈入校日〉平成２９年４月１１日（火）
〈問い合わせ〉
福岡障害者職業能力開発校
☎０９３-７４１-５４３１Ⓕ０９３-７４１-１３４０
http://www.fukuoka-kunren.net/

福岡障害者職業能力開発校
訓練生

試　験

〈試験日〉平成２９年１月２２日（日）
〈会場〉県福岡西総合庁舎
（福岡市中央区赤坂）
〈申請書配布場所〉
農林事務所または猟友会支部
〈申込先〉
居住地を管轄する農林事務所
〈申込期間〉１２月１３日（火）～
平成２９年１月１２日（木）
〈問い合わせ〉
福岡農林事務所
☎０９２-７３５-６１２３Ⓕ092-712-3485
朝倉農林事務所
☎０９４６-２２-５３４２Ⓕ0946-24-1629
八幡農林事務所
☎０９３-６０１-３９６９Ⓕ093-601-8863
飯塚農林事務所
☎０９４８-２１-４９５３Ⓕ0948-24-1134
筑後農林事務所
☎０９４２-５２-５１０８Ⓕ0942-52-5940
行橋農林事務所
☎０９３０-２３-０３８１Ⓕ0930-23-7861
※ファクスでの申し込みはできません。

狩猟免許試験

子育てと両立できる無料託児
サービス付き訓練や自宅で受講
可能なｅ-ラーニングを実施しま
す。教材費を除き、受講料は無料
です。お気軽にご参加ください。
訓練内容など詳しくはホーム
ページをご覧ください。
〈問い合わせ〉職業能力開発課
☎０９２-６４３-３６０２Ⓕ０９２-６４３-３６０５

お知らせ

県HP

県HP

県HP 県HP

子育て女性のための
職業訓練

給与所得者の個人住民税は、平成
２９年度から原則として給与から差
し引き、事業主が代わって納入する
「特別徴収」となります。ご理解とご
協力をお願いします。
〈制度に関する問い合わせ〉税務課
☎０９２-６４３-３０49Ⓕ０９２-６４３-３０69
〈手続に関する問い合わせ〉
各市町村個人住民税担当課

個人住民税の特別徴収が
徹底されます

福岡県民手帳（２０１７年版）を
発売します

〈対象〉
平成２９年３月３１日に教育職員免
許状の修了確認期限を迎える人
〈申請期限〉
平成２９年１月３１日（火）必着
〈申請方法〉①～④の必要書類をそ
ろえ、教職員課免許・職員係宛てに
郵送または持参
①更新講習修了確認申請書
②所持する全ての教育職員免許状の写し
③免許状更新講習修了（履修）証明書
④福岡県領収証紙納付書（３３００
円分の福岡県領収証紙を貼付）
〈問い合わせ〉教職員課
☎０９２-６４３-３８９１Ⓕ０９２-６４３-３８９６

教育職員免許状の
更新講習修了確認申請

県HP
戦没者などの遺族に対する
第１０回特別弔慰金の支給

保護者向けＵターン就職相談

福岡県へのＵターン就職を希望す
る大学生などの保護者を対象に
相談窓口を開設しています。まず
は、電話でお問い合わせください。
〈相談場所〉
福岡県若者しごとサポートセン
ター、北九州ブランチ、筑豊ブラン
チ、筑後ブランチ
〈問い合わせ〉福岡県若者しごと
サポートセンター
☎０９２-７２０-８８３０Ⓕ０９２-７２５-１７８８
http://www.ssc-f.net/HP

県と市町村のさまざまな情報が満
載の「福岡県民手帳」は１１月に発
売予定です。ハンドブック判（９００
円）、標準判（５００円）、ポケット判
（４００円）の３タイプがあります。
〈問い合わせ〉福岡県統計協会
☎０９２-６４１-３５６０Ⓕ０９２-６４３-３１９２
　 http://www.fukuokatokei.jp/

戦没者の死亡当時のご遺族で、要
件を満たす人に特別弔慰金が支給
されます。
※平成２７年４月１日時点で、遺族に
公務扶助料などの年金給付を受け
る人がいないなどの要件がありま
す。詳しくはお問い合わせください。
※遺族のうち優先順位の最も高い
お一人に支給されます。
※戦没者の死亡後に生まれた人は
支給対象になりません。
〈支給内容〉
額面２５万円、５年償還の記名国債
〈請求期間〉平成３０年４月２日まで
〈請求窓口〉
お住まいの市区町村の援護担当課
〈問い合わせ〉お住まいの市区町村
の援護担当課または県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３１３Ⓕ０９２-６４３-３３１４

HP
HP

最低賃金の改正

福岡県最低賃金が改正されました。
※産業別最低賃金は別途改正され
ます。
〈金額〉１時間７６５円
〈効力発生日〉平成２８年１０月１日
〈問い合わせ〉福岡労働局
☎０９２-４１１-４５７８Ⓕ092-411-2633
または、最寄りの労働基準監督署
http://fukuoka-roudoukyo

ku.jsite.mhlw.go.jp/

県HP
ＳＴＯＰ滞納!!県下一斉徴収強化月間
～忘れていませんか「納税」を～

県では市町村と連携し、１２月を「県
下一斉徴収強化月間」として、税金
など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。
〈問い合わせ〉税務課
☎０９２-６４３-３０６６Ⓕ０９２-６４３-３０６９県HP

労使紛争の解決は

労働委員会では、労働問題に精通
した弁護士などの公益委員、労働
組合の役員などの労働者委員、会
社役員などの使用者委員の三者が、
公正・中立な立場で労働組合と使
用者との紛争解決のお手伝いを
行っています。紛争解決のための
あっせんや不当労働行為救済申し
立ては労働委員会へ。
※ご利用は無料です。
〈相談・問い合わせ〉
労働委員会事務局調整課
☎０９２-６４３-３９８０Ⓕ092-641-4455

県内在住の被爆者二世の人を対
象に、無料健康診断を実施してい
ます。詳しくは県ホームページをご
覧いただくか、直接お問い合わせ
ください。
〈問い合わせ〉健康増進課
☎０９２-６４３-３２６７Ⓕ０９２-６４３-３２７１

保育士の就職を応援します

県では、保育現場を離れている保
育士の復職を支援するため、「保育
士就職支援センター」を開設してい
ます。センターでは、復職への不安
を解消するため、保育所での体験
実習を行っています。
〈日時・場所〉
希望する実習日、実習先（県内保育
所）で１０時～１５時頃
※参加無料、要申込
〈申し込み・問い合わせ〉
公益社団法人福岡県保育協会
☎０９２-５８２-７９５５Ⓕ０９２-５８２-７９５６
　　http://www.fphk.jp/

音声・点字図書の貸し出し

HP

点字約７７００タイトル、音声約７９００
タイトルの小説・実用書などを福岡
点字図書館（春日市原町）で貸し出
しています。受験参考書や資格試
験問題集など、当館にない図書の
取り寄せや貸し出しもできます。詳
しくはお問い合わせください。
〈問い合わせ〉福岡点字図書館
☎０９２-５８４-３５９０Ⓕ０９２-５８４-１１０１

http://www.normanet.ne.jp/̃fukuten/

臨時福祉給付金､障害・遺族年金
受給者向け給付金

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。

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

　 平成２８年度臨時福祉給付金
平成２６年４月からの消費税率引き
上げに伴い、所得が少ない人への
影響を緩和するため支給されます。
〈支給対象〉平成２８年度分の住民
税が非課税の人（生活保護などを
受けている場合や課税者の扶養親
族になっている場合などを除く）
※高齢者向け給付金（３万円）の受
給対象者（平成２７年度分の住民税
が非課税である昭和２７年４月１日
以前に生まれた人）にも支給され
ます。
〈支給額〉１人につき３千円

　障害・遺族年金受給者向け給付金
所得が少ない年金受給者にも賃金
引き上げの恩恵を波及させるため
支給されます。
〈支給対象〉平成２８年度臨時福祉
給付金の支給対象者のうち、障害
基礎年金や遺族基礎年金などを受
給している人
※高齢者向け給付金（３万円）を受
給した人には支給されません。
〈支給額〉１人につき３万円
〈各給付金の申請窓口・問い合わせ〉
平成２８年１月１日時点で、住民票
がある市町村の臨時福祉給付金
担当課
〈制度に関する問い合わせ〉
厚生労働省専用ダイヤル（９時～１８時）
☎０５７０-０３７-１９２
IP電話０３-６６２７-１２９０
または０６-７７３１-２３７０Ⓕ０６-６６４５-６２７８
〈申請窓口に関する問い合わせ〉
保護・援護課
☎０９２-６４３-３315Ⓕ０９２-６４３-３３０６
　　http://www.2kyufu.jp/HP

県HP
心の相談電話

家族が心の病になり、あなたと同
じように悩み、いろいろなことを経
験した人が電話相談に応じ、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〉１３時～１６時
〈相談電話番号〉
月曜日             ０９０-１３４２-７４９８
火曜日（第１・３・４）０８０-２７５０-０６４６
（第２）              ０８０-５８００-８４１５
水曜日（第１・２・３）０８０-３９８６-１９８０
（第４）                ０９４０-３３-２７３１
木曜日　          ０８０-３９８６-１９８０
金曜日　          ０８０-４２７９-２９７０
〈問い合わせ〉公益社団法人福岡
県精神障害者福祉会連合会
☎０９２-２９２-０５６０Ⓕ092-292-0561
　　http://www.fukuseiren.com/HP

HP
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飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

県HP

県HP

被爆者二世の健康診断

〈対象〉沖縄地域での本県出身の
戦没者および一般戦災死没者の
遺族（配偶者、父母、子、兄弟姉妹、
孫、甥・姪で福岡県に居住してい
る人）
〈日程〉平成２９年１月１９日（木）～
２０日（金）
※１月１９日は追悼式を実施
　[場所]福岡の慰霊の塔
　       （沖縄県糸満市摩文仁）
　[方式]無宗教献花方式
〈募集人数〉２０人
〈申込期限〉１１月２５日（金）必着
※応募多数の場合は、配偶者、
父母、子、兄弟姉妹を優先
〈申し込み・問い合わせ〉
一般財団法人福岡県遺族連合会
☎０９２-７６１-００１２Ⓕ０９２-７８１-２０５６
または最寄りの郡市区遺族（連
合）会

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

福岡県沖縄地域戦没者
慰霊巡拝団員

〈募集科目〉①コンピュータ製図
科②プログラム設計科③商業デ
ザイン科④ＯＡビジネス科
⑤建築設計科⑥流通ビジネス科
⑦総合実務科
〈訓練期間〉
１年間（②のみ２年間）
〈訓練定員〉各２０人（⑥のみ３０
人）※入校料・授業料無料
〈申込方法〉
居住地管轄のハローワークで職
業相談の上、申込書類を提出
〈募集期間〉１１月２日（水）～
平成２９年１月６日（金）
〈入校日〉平成２９年４月１１日（火）
〈問い合わせ〉
福岡障害者職業能力開発校
☎０９３-７４１-５４３１Ⓕ０９３-７４１-１３４０
http://www.fukuoka-kunren.net/

福岡障害者職業能力開発校
訓練生

試　験

〈試験日〉平成２９年１月２２日（日）
〈会場〉県福岡西総合庁舎
（福岡市中央区赤坂）
〈申請書配布場所〉
農林事務所または猟友会支部
〈申込先〉
居住地を管轄する農林事務所
〈申込期間〉１２月１３日（火）～
平成２９年１月１２日（木）
〈問い合わせ〉
福岡農林事務所
☎０９２-７３５-６１２３Ⓕ092-712-3485
朝倉農林事務所
☎０９４６-２２-５３４２Ⓕ0946-24-1629
八幡農林事務所
☎０９３-６０１-３９６９Ⓕ093-601-8863
飯塚農林事務所
☎０９４８-２１-４９５３Ⓕ0948-24-1134
筑後農林事務所
☎０９４２-５２-５１０８Ⓕ0942-52-5940
行橋農林事務所
☎０９３０-２３-０３８１Ⓕ0930-23-7861
※ファクスでの申し込みはできません。

狩猟免許試験

子育てと両立できる無料託児
サービス付き訓練や自宅で受講
可能なｅ-ラーニングを実施しま
す。教材費を除き、受講料は無料
です。お気軽にご参加ください。
訓練内容など詳しくはホーム
ページをご覧ください。
〈問い合わせ〉職業能力開発課
☎０９２-６４３-３６０２Ⓕ０９２-６４３-３６０５

お知らせ

県HP

県HP

県HP 県HP

子育て女性のための
職業訓練

給与所得者の個人住民税は、平成
２９年度から原則として給与から差
し引き、事業主が代わって納入する
「特別徴収」となります。ご理解とご
協力をお願いします。
〈制度に関する問い合わせ〉税務課
☎０９２-６４３-３０49Ⓕ０９２-６４３-３０69
〈手続に関する問い合わせ〉
各市町村個人住民税担当課

個人住民税の特別徴収が
徹底されます

福岡県民手帳（２０１７年版）を
発売します

〈対象〉
平成２９年３月３１日に教育職員免
許状の修了確認期限を迎える人
〈申請期限〉
平成２９年１月３１日（火）必着
〈申請方法〉①～④の必要書類をそ
ろえ、教職員課免許・職員係宛てに
郵送または持参
①更新講習修了確認申請書
②所持する全ての教育職員免許状の写し
③免許状更新講習修了（履修）証明書
④福岡県領収証紙納付書（３３００
円分の福岡県領収証紙を貼付）
〈問い合わせ〉教職員課
☎０９２-６４３-３８９１Ⓕ０９２-６４３-３８９６

教育職員免許状の
更新講習修了確認申請

県HP
戦没者などの遺族に対する
第１０回特別弔慰金の支給

保護者向けＵターン就職相談

福岡県へのＵターン就職を希望す
る大学生などの保護者を対象に
相談窓口を開設しています。まず
は、電話でお問い合わせください。
〈相談場所〉
福岡県若者しごとサポートセン
ター、北九州ブランチ、筑豊ブラン
チ、筑後ブランチ
〈問い合わせ〉福岡県若者しごと
サポートセンター
☎０９２-７２０-８８３０Ⓕ０９２-７２５-１７８８
http://www.ssc-f.net/HP

県と市町村のさまざまな情報が満
載の「福岡県民手帳」は１１月に発
売予定です。ハンドブック判（９００
円）、標準判（５００円）、ポケット判
（４００円）の３タイプがあります。
〈問い合わせ〉福岡県統計協会
☎０９２-６４１-３５６０Ⓕ０９２-６４３-３１９２
　 http://www.fukuokatokei.jp/

戦没者の死亡当時のご遺族で、要
件を満たす人に特別弔慰金が支給
されます。
※平成２７年４月１日時点で、遺族に
公務扶助料などの年金給付を受け
る人がいないなどの要件がありま
す。詳しくはお問い合わせください。
※遺族のうち優先順位の最も高い
お一人に支給されます。
※戦没者の死亡後に生まれた人は
支給対象になりません。
〈支給内容〉
額面２５万円、５年償還の記名国債
〈請求期間〉平成３０年４月２日まで
〈請求窓口〉
お住まいの市区町村の援護担当課
〈問い合わせ〉お住まいの市区町村
の援護担当課または県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３１３Ⓕ０９２-６４３-３３１４

HP
HP

最低賃金の改正

福岡県最低賃金が改正されました。
※産業別最低賃金は別途改正され
ます。
〈金額〉１時間７６５円
〈効力発生日〉平成２８年１０月１日
〈問い合わせ〉福岡労働局
☎０９２-４１１-４５７８Ⓕ092-411-2633
または、最寄りの労働基準監督署
http://fukuoka-roudoukyo

ku.jsite.mhlw.go.jp/

県HP
ＳＴＯＰ滞納!!県下一斉徴収強化月間
～忘れていませんか「納税」を～

県では市町村と連携し、１２月を「県
下一斉徴収強化月間」として、税金
など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。
〈問い合わせ〉税務課
☎０９２-６４３-３０６６Ⓕ０９２-６４３-３０６９県HP

労使紛争の解決は

労働委員会では、労働問題に精通
した弁護士などの公益委員、労働
組合の役員などの労働者委員、会
社役員などの使用者委員の三者が、
公正・中立な立場で労働組合と使
用者との紛争解決のお手伝いを
行っています。紛争解決のための
あっせんや不当労働行為救済申し
立ては労働委員会へ。
※ご利用は無料です。
〈相談・問い合わせ〉
労働委員会事務局調整課
☎０９２-６４３-３９８０Ⓕ092-641-4455

県内在住の被爆者二世の人を対
象に、無料健康診断を実施してい
ます。詳しくは県ホームページをご
覧いただくか、直接お問い合わせ
ください。
〈問い合わせ〉健康増進課
☎０９２-６４３-３２６７Ⓕ０９２-６４３-３２７１

保育士の就職を応援します

県では、保育現場を離れている保
育士の復職を支援するため、「保育
士就職支援センター」を開設してい
ます。センターでは、復職への不安
を解消するため、保育所での体験
実習を行っています。
〈日時・場所〉
希望する実習日、実習先（県内保育
所）で１０時～１５時頃
※参加無料、要申込
〈申し込み・問い合わせ〉
公益社団法人福岡県保育協会
☎０９２-５８２-７９５５Ⓕ０９２-５８２-７９５６
　　http://www.fphk.jp/

音声・点字図書の貸し出し

HP

点字約７７００タイトル、音声約７９００
タイトルの小説・実用書などを福岡
点字図書館（春日市原町）で貸し出
しています。受験参考書や資格試
験問題集など、当館にない図書の
取り寄せや貸し出しもできます。詳
しくはお問い合わせください。
〈問い合わせ〉福岡点字図書館
☎０９２-５８４-３５９０Ⓕ０９２-５８４-１１０１

http://www.normanet.ne.jp/̃fukuten/

臨時福祉給付金､障害・遺族年金
受給者向け給付金

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。

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

　 平成２８年度臨時福祉給付金
平成２６年４月からの消費税率引き
上げに伴い、所得が少ない人への
影響を緩和するため支給されます。
〈支給対象〉平成２８年度分の住民
税が非課税の人（生活保護などを
受けている場合や課税者の扶養親
族になっている場合などを除く）
※高齢者向け給付金（３万円）の受
給対象者（平成２７年度分の住民税
が非課税である昭和２７年４月１日
以前に生まれた人）にも支給され
ます。
〈支給額〉１人につき３千円

　障害・遺族年金受給者向け給付金
所得が少ない年金受給者にも賃金
引き上げの恩恵を波及させるため
支給されます。
〈支給対象〉平成２８年度臨時福祉
給付金の支給対象者のうち、障害
基礎年金や遺族基礎年金などを受
給している人
※高齢者向け給付金（３万円）を受
給した人には支給されません。
〈支給額〉１人につき３万円
〈各給付金の申請窓口・問い合わせ〉
平成２８年１月１日時点で、住民票
がある市町村の臨時福祉給付金
担当課
〈制度に関する問い合わせ〉
厚生労働省専用ダイヤル（９時～１８時）
☎０５７０-０３７-１９２
IP電話０３-６６２７-１２９０
または０６-７７３１-２３７０Ⓕ０６-６６４５-６２７８
〈申請窓口に関する問い合わせ〉
保護・援護課
☎０９２-６４３-３315Ⓕ０９２-６４３-３３０６
　　http://www.2kyufu.jp/HP

県HP
心の相談電話

家族が心の病になり、あなたと同
じように悩み、いろいろなことを経
験した人が電話相談に応じ、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〉１３時～１６時
〈相談電話番号〉
月曜日             ０９０-１３４２-７４９８
火曜日（第１・３・４）０８０-２７５０-０６４６
（第２）              ０８０-５８００-８４１５
水曜日（第１・２・３）０８０-３９８６-１９８０
（第４）                ０９４０-３３-２７３１
木曜日　          ０８０-３９８６-１９８０
金曜日　          ０８０-４２７９-２９７０
〈問い合わせ〉公益社団法人福岡
県精神障害者福祉会連合会
☎０９２-２９２-０５６０Ⓕ092-292-0561
　　http://www.fukuseiren.com/HP

HP
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福岡県男女共同参画の日（１１月
第４土曜日）に男女共同参画社会
づくりについて考えてみませんか。
〈日時〉１１月２５日(金)１７時～２０時、
２６日(土)１０時～１８時
〈場所〉
クローバープラザ（春日市原町）
〈内容〉坂東眞理子さん（「女性の
品格」著者）による基調講演、映画
上映やトークライブ、寸劇コンテス
ト、ふるさと産直ふれあい市など
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県男女共同参画センターあす
ばる
☎０９２-５８４-１２６１Ⓕ０９２-５８４-１２６２
　http://www.asubaru.or.jp/

北九州を中心とした福岡県の海
の幸・山の幸を取り入れた料理が
堪能でき、農林水産物や加工品
などの購入もできます。
〈日時〉１１月２２日（火）１８時３０分
～２０時３０分
〈場所〉リーガロイヤルホテル小
倉（北九州市小倉北区浅野）
〈定員〉４００人
〈参加費〉５０００円
※チケットの事前購入が必要です。
〈問い合わせ〉「福岡のおいしい
幸せ」大晩餐会事務局
☎０９２-７７１-５５０５Ⓕ092-712-9566
　 https://f-ouen.com

〈日時〉平成２９年２月２５日(土)14時30分スタート
〈場所〉熊本県天草市御所浦町
〈募集期間〉１０月下旬～１月中旬（予定）
〈申込方法〉ランネットHPから申し込み
〈問い合わせ〉島♡あじマラソン大会実行委員会
☎０９６９-６７-２１１１Ⓕ０９６９-６７-３９３４
　　第１回の様子や御所浦に関する情報：御所浦.net 
http://www.goshoura.net/

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。
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11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11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

県内の畜産農家が丹精を込めて育てた
「博多和牛」は、ジューシーな味わいが評
判です。
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
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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

博多和牛
（薄切り肉４００ｇ×５人）

プレゼントコーナー

情報のひろば

催　し

人権週間講演会
～１２月４日から１０日は人権週間です～

「福岡のおいしい幸せ」大晩餐会
～１１月は食育・地産地消月間です～

私たちの身の回りでは児童虐待や
ＤＶ、高齢者や障害者に対する虐待
などさまざまな人権侵害が発生し
ています。この機会に人権について
考えてみませんか。
①人権週間映画上映会
〈日時〉１１月２３日（水・祝）１３時３０
分～１５時３０分
〈内容〉映画「あん」の上映（字幕あり）
②人権週間講演会
〈日時〉
１２月１０日（土）１３時１５分～１６時
〈内容〉[第１部]徳田靖之さん
（ハンセン病元患者家族集団国家
賠償訴訟弁護団代表）による講演
｢わたしたちの中のハンセン病問題｣
[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
（手話通訳・要約筆記あり）
※①②ともに参加無料、申込不要､
託児あり（要予約・無料）
〈場所（①②）〉
クローバープラザ（春日市原町）
※１２月１日（木）～平成２９年３月１９
日（日）の間、７階で特別展「地域社
会とハンセン病問題～わたしたち
が加害者とならないために～」を開
催します。
〈問い合わせ〉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
http://www.fukuokaken-ji

nken.or.jp/

拉致問題への認識を深めましょう
～１２月１０日から１６日は北朝鮮
人権侵害問題啓発週間です～

拉致問題をはじめとする北朝鮮当
局による人権侵害問題は、わが国
の喫緊の国民的課題です。被害者
の方々の早期帰国や問題の解決の
ため、私たち一人一人が関心を持
ち、認識を深めましょう。
〈日時〉１２月１６日（金）１４時～１６
時※開場１３時３０分
〈場所〉えーるピア久留米視聴覚
ホール（久留米市諏訪野町）
〈内容〉飯塚繁雄さんによる講演
（拉致被害者田口八重子さんの
兄）、映像作品公演
※手話通訳、要約筆記あり
〈定員〉２００名（先着順）
※入場無料、要申込
〈申込締切〉１２月２日（金）必着
〈申し込み・問い合わせ〉
久留米市人権・同和対策課
☎０９４２-３０-９０４５Ⓕ０９４２-３０-９７０３
または県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６
「ブルーリボン」は拉致被害者の皆さ
んが１日も早く祖国日本に帰国でき
るよう願うもので、「日本
海の青」と被害者とご家
族を結ぶ「青い空」をイ
メージしています。皆さん、
ぜひご着用ください。

介護施設などでの就労などを希望
するシニアを対象に、介護の基礎
知識を学ぶセミナーを開催します。
〈対象〉おおむね６０歳以上の人
※介護に関する有資格者を除く
〈日程・場所〉
①１１月２９日（火）～３０日（水）
福岡県７０歳現役応援センター
久留米オフィス（久留米市天神町）
②平成２９年１月２６日（木）～２７日（金）
はかた近代ビル（福岡市博多区博
多駅東）
※参加無料、要申込
※いずれも２日目は施設見学
〈定員〉各会場20人（先着順）
〈申し込み・問い合わせ〉
公益社団法人福岡県シルバー人
材センター連合会 
☎０９２-６２３-５６５６Ⓕ０９２-６２３-５６７７

認知症、知的障害、精神障害などで
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Ⓕ092-584-3369
　　http://www.fsw.or.jp/HP

日常生活自立支援事業を
ご利用ください

HP

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。

シニアのための
介護を学ぶセミナー

HP

あすばる男女共同参画
フォーラム２０１６

〈日時〉１１月３０日（水）１８時～２０時
〈場所〉アクロス福岡シンフォニー
ホール(福岡市中央区天神)
〈内容〉贈呈式、受賞者によるトーク
ショーなど
※参加無料、要申込
〈受賞者〉
[創造部門]田部光子さん（美術家）
[社会部門]福岡県立図書館音訳の会
[奨励部門]溝口堂央さん（博多人
形師）
〈定員〉１２００人（先着順）
〈申し込み・問い合わせ〉文化振興課
☎０９２-６４３-３３４６Ⓕ０９２-６４３-３３４７

第２４回福岡県文化賞
贈呈式＆記念イベント

県HP

県HP

県HP

熊本県天草市の離島
「御所浦」で宿泊者限定
のマラソン大会を開催
します。完走後には、地
元の郷土料理でもてな
す「完走交流会」も開催します。島の景色、食、人々
など、いろんな“島のあじ”をご堪能ください！

ご当地グルメで
まちおこしの祭典
Ｂ－１グランプリ。
初の西日本大会
が佐伯市で開催されます！

〈日時〉１１月１９日(土)・２０日（日）９時３０分～１５時３０分
〈場所〉①お祭り広場会場（大分県佐伯市大手町）
　　　②仲町会場（大分県佐伯市仲町商店街）
　　　③市役所会場（大分県佐伯市中村南町）
〈前売券〉１冊１０００円（１００円１０枚つづり）
〈問い合わせ〉2016西日本Ｂ－１グランプリin佐伯
実行委員会事務局
☎０９７２-２２-４５７３Ⓕ０９７２-２２-００２５
　　http://b-1gp.saiki.jp/

元気です！くまもと・おおいた

2016西日本Ｂ－１グランプリin佐伯第２回島♡あじマラソン大会参加者募集

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！

※5ページに関連情報

ご しょ   うら

とう　よう
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福岡県男女共同参画の日（１１月
第４土曜日）に男女共同参画社会
づくりについて考えてみませんか。
〈日時〉１１月２５日(金)１７時～２０時、
２６日(土)１０時～１８時
〈場所〉
クローバープラザ（春日市原町）
〈内容〉坂東眞理子さん（「女性の
品格」著者）による基調講演、映画
上映やトークライブ、寸劇コンテス
ト、ふるさと産直ふれあい市など
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県男女共同参画センターあす
ばる
☎０９２-５８４-１２６１Ⓕ０９２-５８４-１２６２
　http://www.asubaru.or.jp/

北九州を中心とした福岡県の海
の幸・山の幸を取り入れた料理が
堪能でき、農林水産物や加工品
などの購入もできます。
〈日時〉１１月２２日（火）１８時３０分
～２０時３０分
〈場所〉リーガロイヤルホテル小
倉（北九州市小倉北区浅野）
〈定員〉４００人
〈参加費〉５０００円
※チケットの事前購入が必要です。
〈問い合わせ〉「福岡のおいしい
幸せ」大晩餐会事務局
☎０９２-７７１-５５０５Ⓕ092-712-9566
　 https://f-ouen.com

〈日時〉平成２９年２月２５日(土)14時30分スタート
〈場所〉熊本県天草市御所浦町
〈募集期間〉１０月下旬～１月中旬（予定）
〈申込方法〉ランネットHPから申し込み
〈問い合わせ〉島♡あじマラソン大会実行委員会
☎０９６９-６７-２１１１Ⓕ０９６９-６７-３９３４
　　第１回の様子や御所浦に関する情報：御所浦.net 
http://www.goshoura.net/

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。
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11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11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

県内の畜産農家が丹精を込めて育てた
「博多和牛」は、ジューシーな味わいが評
判です。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会
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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

博多和牛
（薄切り肉４００ｇ×５人）

プレゼントコーナー

情報のひろば

催　し

人権週間講演会
～１２月４日から１０日は人権週間です～

「福岡のおいしい幸せ」大晩餐会
～１１月は食育・地産地消月間です～

私たちの身の回りでは児童虐待や
ＤＶ、高齢者や障害者に対する虐待
などさまざまな人権侵害が発生し
ています。この機会に人権について
考えてみませんか。
①人権週間映画上映会
〈日時〉１１月２３日（水・祝）１３時３０
分～１５時３０分
〈内容〉映画「あん」の上映（字幕あり）
②人権週間講演会
〈日時〉
１２月１０日（土）１３時１５分～１６時
〈内容〉[第１部]徳田靖之さん
（ハンセン病元患者家族集団国家
賠償訴訟弁護団代表）による講演
｢わたしたちの中のハンセン病問題｣
[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
（手話通訳・要約筆記あり）
※①②ともに参加無料、申込不要､
託児あり（要予約・無料）
〈場所（①②）〉
クローバープラザ（春日市原町）
※１２月１日（木）～平成２９年３月１９
日（日）の間、７階で特別展「地域社
会とハンセン病問題～わたしたち
が加害者とならないために～」を開
催します。
〈問い合わせ〉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
http://www.fukuokaken-ji

nken.or.jp/

拉致問題への認識を深めましょう
～１２月１０日から１６日は北朝鮮
人権侵害問題啓発週間です～

拉致問題をはじめとする北朝鮮当
局による人権侵害問題は、わが国
の喫緊の国民的課題です。被害者
の方々の早期帰国や問題の解決の
ため、私たち一人一人が関心を持
ち、認識を深めましょう。
〈日時〉１２月１６日（金）１４時～１６
時※開場１３時３０分
〈場所〉えーるピア久留米視聴覚
ホール（久留米市諏訪野町）
〈内容〉飯塚繁雄さんによる講演
（拉致被害者田口八重子さんの
兄）、映像作品公演
※手話通訳、要約筆記あり
〈定員〉２００名（先着順）
※入場無料、要申込
〈申込締切〉１２月２日（金）必着
〈申し込み・問い合わせ〉
久留米市人権・同和対策課
☎０９４２-３０-９０４５Ⓕ０９４２-３０-９７０３
または県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６
「ブルーリボン」は拉致被害者の皆さ
んが１日も早く祖国日本に帰国でき
るよう願うもので、「日本
海の青」と被害者とご家
族を結ぶ「青い空」をイ
メージしています。皆さん、
ぜひご着用ください。

介護施設などでの就労などを希望
するシニアを対象に、介護の基礎
知識を学ぶセミナーを開催します。
〈対象〉おおむね６０歳以上の人
※介護に関する有資格者を除く
〈日程・場所〉
①１１月２９日（火）～３０日（水）
福岡県７０歳現役応援センター
久留米オフィス（久留米市天神町）
②平成２９年１月２６日（木）～２７日（金）
はかた近代ビル（福岡市博多区博
多駅東）
※参加無料、要申込
※いずれも２日目は施設見学
〈定員〉各会場20人（先着順）
〈申し込み・問い合わせ〉
公益社団法人福岡県シルバー人
材センター連合会 
☎０９２-６２３-５６５６Ⓕ０９２-６２３-５６７７

認知症、知的障害、精神障害などで
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Ⓕ092-584-3369
　　http://www.fsw.or.jp/HP

日常生活自立支援事業を
ご利用ください
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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。

シニアのための
介護を学ぶセミナー

HP

あすばる男女共同参画
フォーラム２０１６

〈日時〉１１月３０日（水）１８時～２０時
〈場所〉アクロス福岡シンフォニー
ホール(福岡市中央区天神)
〈内容〉贈呈式、受賞者によるトーク
ショーなど
※参加無料、要申込
〈受賞者〉
[創造部門]田部光子さん（美術家）
[社会部門]福岡県立図書館音訳の会
[奨励部門]溝口堂央さん（博多人
形師）
〈定員〉１２００人（先着順）
〈申し込み・問い合わせ〉文化振興課
☎０９２-６４３-３３４６Ⓕ０９２-６４３-３３４７

第２４回福岡県文化賞
贈呈式＆記念イベント

県HP

県HP

県HP

熊本県天草市の離島
「御所浦」で宿泊者限定
のマラソン大会を開催
します。完走後には、地
元の郷土料理でもてな
す「完走交流会」も開催します。島の景色、食、人々
など、いろんな“島のあじ”をご堪能ください！

ご当地グルメで
まちおこしの祭典
Ｂ－１グランプリ。
初の西日本大会
が佐伯市で開催されます！

〈日時〉１１月１９日(土)・２０日（日）９時３０分～１５時３０分
〈場所〉①お祭り広場会場（大分県佐伯市大手町）
　　　②仲町会場（大分県佐伯市仲町商店街）
　　　③市役所会場（大分県佐伯市中村南町）
〈前売券〉１冊１０００円（１００円１０枚つづり）
〈問い合わせ〉2016西日本Ｂ－１グランプリin佐伯
実行委員会事務局
☎０９７２-２２-４５７３Ⓕ０９７２-２２-００２５
　　http://b-1gp.saiki.jp/

元気です！くまもと・おおいた

2016西日本Ｂ－１グランプリin佐伯第２回島♡あじマラソン大会参加者募集

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！

※5ページに関連情報
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柳川のよかもんを堪能し、有明海干拓地の魅力を満喫
してください ！ ステージイベントや特産物販売も。

福岡県だより 通巻116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。

中の坪公園（糟屋郡志免町志免中央）
志免町まちの魅力推進課
☎０９２-９３５-１８５４　ファクス０９２-９３５-３４１７

メタセコイアの木に施したイルミネーションは必見 ！
出店やダンスステージなどで会場を盛り上げます。
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ともにともそうプロジェクト
１１月１９日(土)　開会１６時３０分～ 点灯１８時～

春日神社（豊前市三毛門）　
豊前市総合政策課
☎０９７９-８２-１１１１　ファクス０９７９-８３-２５６０

豊前市に伝わる神楽で、国の重要無形民俗文化財に指
定されています。演目「湯立て」は必見 ！

三毛門神楽
１２月３日(土)

八龍神社（八女市黒木町田代）
田代風流保存会代表
☎０９４３-４２-１７７４

おしろいや紅を施した男衆が、神社までの道をユーモア
たっぷりに練り歩く大名行列です。

田代の風流
１２月８日(木)

太宰府天満宮（太宰府市宰府４-７-１）
太宰府天満宮社務所
☎０９２-９２２-８２２5　ファクス０９２-９２1-１０10

災難消除や開運招福を願って行われる勇壮な火祭り。
御神火の炎と煙が夜空を焦がします。

鬼すべ
１月７日(土)

熊野神社（筑後市熊野７３０）
筑後市観光協会
☎０９４２-５３-４２２９　ファクス０９４２-６５-５９１１

燃え盛る長さ１3メートルの大松明を、締め込み姿の男衆
が引き回す勇壮な火祭りです。

熊野神社鬼の修正会
１月７日(土)

柳川市むつごろうランド付近（柳川市橋本町389）
柳川よかもんまつり実行委員会（柳川市観光課内）
☎０９４４-７３-８１１１　ファクス０９４４-７３-２５１６

柳川よかもんまつり
１１月１９日(土)～２０日(日)

直方リバーサイドパーク（遠賀川河川敷中之島）
のおがた産業祭り実行委員会
☎０９４９-２２-５５００　ファクス０９４９-２５-０４７１

直方市の工業技術の紹介や地元特産の農産物などの
直売、紅白餅まきを行います。

のおがた産業祭り
１１月２７日(日)

岩亀八幡神社（田川市伊加利１０７２）
田川市たがわ魅力向上課
☎０９４７-４４-２０００　ファクス０９４７-４６-０１２４

村の子どもが犠牲となった病の終息祈願をし、奉納した
のが始まり。江戸時代から続く郷土芸能です。

伊加利人形芝居
１月１日(日・祝)

安長寺（朝倉市甘木772）
あさくら観光協会
☎０９４６-２４-６７５８　ファクス０９４6-24-9015

天然痘除けと子育て祈願として伝わる「バタバタ豆太
鼓」を甘木安長寺境内で販売します。

甘木バタバタ市
１月４日(水)～５日(木)
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志免町
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豊前市
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朝倉市
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筑後市
筑後市
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筑後市
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直方市
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柳川市

丘を染め上げる約８００本のイロハモミジの紅葉が圧巻で
す。特産物の販売、抹茶の野点などもお楽しみください。
白野江植物公園（北九州市門司区白野江２）
白野江植物公園管理事務所
☎０９３-３４１-８１１１　ファクス０９３-３４１-８４４４

紅葉まつり
１１月２６日(土)～２７日(日)

3
北九州市

場
問
福岡県緑化センター（久留米市田主丸町益生田１１２５）
田主丸耳納の市実行委員会
☎０９４３-７２-２１１０　ファクス０９４３-７３-２２８８

フルーツ、植木、苗木の里・田主丸の一大イベント。露店
や楽しいステージイベントなどが盛りだくさんです。

田主丸耳納の市
１１月２６日(土)～２７日(日)
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久留米市

8
田川市
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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。

③紅葉まつり（北九州市）

⑩熊野神社鬼の修正会（筑後市）
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