
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
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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

ご しょ   うら

とう　よう
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