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銀メダル獲得の活躍により日本中を沸かせた
リオデジャネイロオリンピック男子競泳・坂井聖人
選手に、競技への思いや今後の目標などについて
聞きました。

×
坂井 聖人さん

リオデジャネイロ オリンピック 銀メダリスト

　小川 洋福岡県
知事　

平成７年生まれ　柳川市出身
３歳から競泳を始め、柳川のスイミングクラブに高校まで所属、現在
早稲田大学３年生。リオデジャネイロオリンピックでは、200mバタフ
ライで銀メダルを獲得。

坂井 聖人 昭和53年生まれ　山口県下関市出身
山口県立盲学校在学時に陸上を始め、その後フルマラソンに挑戦。
平成21年の結婚を機に太宰府市に転居。リオデジャネイロパラリン
ピックでは、女子マラソン（視覚障害）で銀メダルを獲得。現在、三井
住友海上火災保険（株）所属。

道下 美里

小川知事（以下、知事）：銀メダル、おめでとうございま
す。テレビで見ていて思わずガッツポーズをしました。
坂井聖人さん（以下、坂井）：ありがとうございます。銀メ
ダルだと分かったときはすごくうれしかったです。ただ
金メダルが目標でしたので、少し悔しさもありました。
知事：リオに滞在した感想はいかがでしたか。
坂井：初めてのオリンピックで全てが新鮮でしたが、
練習環境も良く、日本食もあったので居心地良く過ご
せました。
知事：２０１９年にラグビーW杯が日本で開催され、福
岡県も開催地の一つです。２０２０年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックでは、本県がスウェーデンとノル
ウェー代表のキャンプ地にも決まっています。私たち
も福岡県ならではの「おもてなし」をできるようしっか
りと準備してまいります。

 ふるさと・福岡を想う

知事：オリンピックを目指そうと思ったのはいつ頃か
らですか。
坂井：オリンピックは大学に入ってタイムが伸びてき
たときに意識し始めました。知事が「知事になろう」と
思われたきっかけは何ですか。
知事：知事になる前の2010年ごろ、日本経済は停滞
して閉塞感もありました。国で働いていたときの経験
や知識、人的ネットワークを生かして、故郷・福岡県の
発展にお役に立つことができないかと考え、知事選挙
に立候補しました。
坂井：故郷への思いですね。
知事：普段はどんな風に気分転換をされていますか。
坂井：今は次の東京オリンピックしか頭にないので、
水泳一色といったところです。知事はいかがですか。
知事：私はスポーツ観戦や、休日には料理もします。
坂井選手は、料理をすることはありますか。
坂井：たまにですが自分で作ります。栄養価の高い野

ラリンピックを意識していました。初めは中距離でし
たが、2008年にはマラソンに変更しました。
知事：長距離が得意だったのですか。
道下：走ることは好きでしたが、実は持久走大会でい
つもビリでした。でも、好きなことには時間を忘れて夢
中になれるし、努力もできます。子どもたちにはぜひ好
きなことを見つけてほしいですね。
知事：きっかけ、そしてやり続けることが大切ですね。
先日、道下選手にもゲストで来ていただきましたが、県
では、障害のある小中学生にさまざまなスポーツを体
験してもらう事業を行っています。子どもたちに自分
の好きなこと、可能性を見つけてほしいと思います。
道下：未来のメダリストになったら、もっとすてきですね。

 誰もが住みやすい街になるために

知事：2020年東京での金メダルに向けて、マラソン
に打ち込む日々が続くようですが、そのパワーの源は。
道下：目が不自由になって、私自身、社会とのバリアを
感じることがあります。競技をする、メダルを取る私を
通じて、多くの人が障害に対しての知識を持ち、みん
なが住みやすい街になるきっかけになればと思ってい
ます。ベストな状態で東京にチャレンジして、金メダル
を取りたいと思います。
知事：今後のご活躍を楽しみにしています。私も県民
の皆さんが福岡県に生まれて良かった、生活して良
かったと思っていただける「県民幸福度日本一」の福
岡県を目指して頑張りたいと思います。

小川知事（以下、知事）：銀メダル、おめでとうございま
す。後半から追い上げての逆転、見事なレースでした。
道下美里さん（以下、道下）：ありがとうございます。レー
スでは伴走者と２人で走るのですが、練習ではたくさ
んの方のサポートがありました。そんなみんなの思い
が原動力でした。必ずメダルを取りたいと思っていた
ので、ゴールした瞬間はすごくホッとしました。でも表
彰台でスペインの国歌が流れたときは悔しさが込み
上げて、涙が溢れてしまいました。
知事：まさに「チーム道下」でつかんだ銀メダルですね。
道下：そうです。みんなのために負けられない、私が
諦めてなるものかと思って走りました。
知事：レース以外でも楽しむことはできましたか。
道下：リオはものすごく陽気な雰囲気が漂っていて、
気持ちがとても高揚しました。日本食も含め各国の料
理が用意されていて、私も他の日本選手も、良い環境
で過ごすことができました。
知事：福岡県でも、ラグビーW杯の試合があります。
道下さんなどアスリートの皆さんの意見も参考にして、
福岡県らしい雰囲気で選手を迎えたいと思います。
道下：試合中やレース中は、皆さんの応援が選手のパ
ワーになります。福岡県はきっと盛り上げてくれる人
がたくさんいます。それが強みだと思います。
知事：県民の皆さんと一緒に、国際大会やそのキャン
プで福岡県にお見えになる選手を温かく迎え、盛り上
げたいと思います。道下選手にも、福岡県の良さをい
ろいろなところでPRしていただければと思います。

 夢中になれる、好きなものを見つけて

知事：道下さんが陸上を始めたきっかけ、また、パラリ
ンピックを目指したのはいつ頃ですか。
道下：ダイエットがきっかけです（笑い）。目が不自由
になり、足元が不安で運動不足気味になってしまい、
それを解消しようと始めました。2006年ころにはパ

菜などを意識して使うようにしています。
知事：アスリートは栄養バランス、食事が大事ですよね。
坂井：一番大好きなのはウナギ。自分では作りません
が、地元・柳川に帰った時には必ず食べます。福岡は
自然が多く、空気もおいしい。落ち着きます。

 ２０２０年に向け、一つ一つの経験を重ねて

知事：２０２０年に向けて、目標を聞かせてください。
坂井：今回の銀メダルの悔しさをばねに、東京オリン
ピックでは絶対に金メダルを取りたいと思っていま
す。また、１００ｍバタフライでも出場して、少しでも
多くオリンピックを味わいたいと思います。
知事：福岡県では将来のオリンピック・パラリンピック
選手を育てるため、小中学生にさまざまな種目を体験
する機会を提供し、自分に合ったものを見つけてもら
う事業に取り組んでいます。そして坂井選手や道下選
手に続く選手を輩出したいと思います。そんな子ども
たちへメッセージをお願いします。
坂井：私は小さい頃は目立つ選手ではありませんでし
たが、一つ一つの経験の積み重ねがオリンピックにつ
ながったと思っています。子どもたちはそれぞれ目標
は違うでしょうが、一つ一つの経験と目標を持つこと
を大切にしてほしいです。そして立ち止まったときは、
誰かに相談する。私もコーチや家族に相談し前を向く
ことによって、ここまで来られたと思っています。
知事：目指す目標を持ち、経験から学ぶ。そしてチー
ムで戦う。４年後の金メダルを大いに期待しています。
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リオデジャネイロパラリンピック女子マラソン（視
覚障害）で、パラリンピック初出場ながら銀メダルを
獲得した道下美里選手に大会の感想や今後の
目標などについて聞きました。

道下 美里さん

リオデジャネイロ パラリンピック 銀メダリスト
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保温材

ビニール
テープ

出ない！

ぬるま湯

メーター

日本では、まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」がたくさん発生
しています。大切な食べ物を無駄に捨てることは、もったいないだけでなく、ごみを増やし
てしまいます。ちょっとした工夫と気配りで、福岡県から食品ロスをなくしましょう。

もったいない！食品ロスをなくしましょう

食品ロス６３２万トンのうち
半分が家庭から出ています

飲食店からも多くの
食べ残しが出ています

宴会中に実践してください

３０分間は食事を楽しんで！

楽しくおしゃべりしましょう！

食事を残さないようにしましょう！

家庭での１人当たりの
食品ロスを算出すると、
年間で

ごはん茶碗（約１３６g）

問い合わせ：循環型社会推進課　☎０９２-６４３-３３８１　ファクス０９２-６４３-３３７７ 沖ノ島の世界遺産登録に関する問い合わせ：世界遺産登録推進室　☎０９２-６４３-３１６２　ファクス０９２-６４３-３１６３

問い合わせ：水資源対策課水道整備室　☎０９２-６４３-３３７6　ファクス０９２-６４３-３２０７

福岡県リサイクル総合研究事業化センター
☎０９３-６９５-３０６９　ファクス０９３-６９５-３０６６
E-mail:fb@recycle-ken.or.jp

詳しくは 福岡県　水資源対策課　検索

寒さが厳しくなると、水が凍って出なくなったり、水道管が破裂したりします。

水道管にも早めの冬支度を！

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群は、４世紀後半から９世紀末における
祭祀の変遷やその信仰が今日まで継承されていることを物語るかけがえのな
い遺産群として、２０１７年７月の世界遺産登録を目指しています。沖ノ島は
「海の正倉院」とも呼ばれ、約８万点の出土品は全て国宝に指定されています。

「神宿る島」沖ノ島を世界遺産に

●買い物前に冷蔵庫をチェックし、必要
な時に必要な量だけ食材を購入しま
しょう。
●余った食材は無駄なく使い切りましょう。
●賞味期限と消費期限の違いを理解し、適切に判断
しましょう。

フードバンク活動とは、規格外品や包装の
印字ミスなど、食べるには問題がないのに通
常の販売が困難になった食品を引き取り、食
事に困っている人や社会福祉施設、子ども食
堂などに無償で提供する取り組みです。
フードバンク活動は食料援助と同時に食品
ロスの削減にも貢献します。活動に協力した
い人や事業所は、右記までご連絡ください。

スナック菓子、カップ麺、缶詰など劣
化が遅い食品に表示されます。過ぎて

も食べられなくなるわけではありません。見た目や臭
いで判断しましょう。

●水道管に保温材や布などを巻いて保温し、その上
からビニールテープなどで防水しましょう。
●メーターボックスの中に、ビニール袋に入れた布
やちぎった新聞紙などを詰めて保温しましょう。

※低温注意報が出たり、氷点下の気温が続いたりする時に
は、蛇口から少し水を出しておくのも効果的です。

乾杯後３０分はできたて
の料理を楽しもう。

おしゃべりとお酌で親
睦を深めよう。

お開き前の１０分間は自
席に戻って、もう一度料
理を楽しみ、残さないよ
うにしよう。

ついついたくさんの料理を注文しがちな宴会。食べ
られないものは事前に店に伝え、食べられる量だけ注
文して、「３０・１０運動」で食品ロスを退治しましょう。 本展では、沖ノ島の国宝のうち、金製指輪をはじめとする貴重な宝物を

ご覧いただくとともに、沖ノ島と大和朝廷の関係を解き明かします。

※詳しくはホームページ（http://www.kyuhaku.jp/）でご確認ください。　

会 期
観覧時間
休館日
観覧料

：平成２９年１月１日(日・祝)～３月５日（日）
：９時３０分～１７時（入館は１６時３０分まで）
：毎週月曜日 ※１月２日、９日（月）は開館。１月１０日（火）は休館。
：一般１５００円(１３００円）、高大生１０００円(８００円)、
 小中生６００円(４００円）
 ※（　　）内は前売り、有料の方が２０人以上の場合の団体料金

弁当、サンドイッチ、生麺など劣化が
早い〝あしがはやい〞食品に表示され
ます。過ぎたものは食べない方が安全
です。

消費期限（食べても安全な期限）

福岡県はフードバンク活動を応援しています

賞味期限（おいしく食べられる期限）

凍結を防ぐには？

※保温材はホーム
　センターなどで
　買えます

●凍結した水道管にタオル
などをかぶせ、その上から
ゆっくりとぬるま湯を掛け
てとかしましょう。

　※急に熱いお湯を掛けると、水
　道管が破裂してしまうことが
　あるので注意 ！

凍結してしまったら？

防災・災害関連情報などを発信しています

●元栓を閉め、市町村など各地域の水道事業者にご連絡
ください。

破裂してしまったら？

平成２９年２月４日(土)１３時～１５時
リレー講座「交差する日本神話とアジアの歴史」

宴会はじめの３０分、宴会おわりの１０分は食事を楽しもう！

食品の提供者
食品・農産物

災害備蓄食品

食品関連企業
一般企業
農家

一般家庭 など

食品の受領者

生活困窮者
社会福祉施設
自立支援団体
子ども食堂 など

フ
ー
ド
バ
ン
ク

約２３kg＝約170杯分
３０・１０運動

※平成２5年度推計（農林水産省）

国宝 金製指輪　
古墳時代 宗像大社蔵
展示期間：１月３１日～３月５日

さんまる いちまる

にご協力
ください

家庭で実践してください

期間中の
イベント

さい　し

※

●福岡県防災ホームページ
　http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/index.php

●防災メール・まもるくん（事前登録が必要です）
　http://www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp

●屋外に露出している水道管、給湯配管、メーターボックス
●風当たりが強く、日陰にある水道管

特に注意
するところ

昨冬の寒波では
県内でも22万戸が

断水！

特別展に関する問い合わせ：九州国立博物館　ＮＴＴハローダイヤル☎０５０-５５４２-８６００　ファクス０９２-９２９-３２７６　

九州国立博物館特別展「宗像・沖ノ島と大和朝廷」
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保温材

ビニール
テープ

出ない！

ぬるま湯

メーター

日本では、まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」がたくさん発生
しています。大切な食べ物を無駄に捨てることは、もったいないだけでなく、ごみを増やし
てしまいます。ちょっとした工夫と気配りで、福岡県から食品ロスをなくしましょう。

もったいない！食品ロスをなくしましょう
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家庭での１人当たりの
食品ロスを算出すると、
年間で

ごはん茶碗（約１３６g）

問い合わせ：循環型社会推進課　☎０９２-６４３-３３８１　ファクス０９２-６４３-３３７７ 沖ノ島の世界遺産登録に関する問い合わせ：世界遺産登録推進室　☎０９２-６４３-３１６２　ファクス０９２-６４３-３１６３

問い合わせ：水資源対策課水道整備室　☎０９２-６４３-３３７6　ファクス０９２-６４３-３２０７

福岡県リサイクル総合研究事業化センター
☎０９３-６９５-３０６９　ファクス０９３-６９５-３０６６
E-mail:fb@recycle-ken.or.jp

詳しくは 福岡県　水資源対策課　検索

寒さが厳しくなると、水が凍って出なくなったり、水道管が破裂したりします。

水道管にも早めの冬支度を！

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群は、４世紀後半から９世紀末における
祭祀の変遷やその信仰が今日まで継承されていることを物語るかけがえのな
い遺産群として、２０１７年７月の世界遺産登録を目指しています。沖ノ島は
「海の正倉院」とも呼ばれ、約８万点の出土品は全て国宝に指定されています。

「神宿る島」沖ノ島を世界遺産に

●買い物前に冷蔵庫をチェックし、必要
な時に必要な量だけ食材を購入しま
しょう。
●余った食材は無駄なく使い切りましょう。
●賞味期限と消費期限の違いを理解し、適切に判断
しましょう。

フードバンク活動とは、規格外品や包装の
印字ミスなど、食べるには問題がないのに通
常の販売が困難になった食品を引き取り、食
事に困っている人や社会福祉施設、子ども食
堂などに無償で提供する取り組みです。
フードバンク活動は食料援助と同時に食品
ロスの削減にも貢献します。活動に協力した
い人や事業所は、右記までご連絡ください。

スナック菓子、カップ麺、缶詰など劣
化が遅い食品に表示されます。過ぎて

も食べられなくなるわけではありません。見た目や臭
いで判断しましょう。

●水道管に保温材や布などを巻いて保温し、その上
からビニールテープなどで防水しましょう。
●メーターボックスの中に、ビニール袋に入れた布
やちぎった新聞紙などを詰めて保温しましょう。

※低温注意報が出たり、氷点下の気温が続いたりする時に
は、蛇口から少し水を出しておくのも効果的です。

乾杯後３０分はできたて
の料理を楽しもう。

おしゃべりとお酌で親
睦を深めよう。

お開き前の１０分間は自
席に戻って、もう一度料
理を楽しみ、残さないよ
うにしよう。

ついついたくさんの料理を注文しがちな宴会。食べ
られないものは事前に店に伝え、食べられる量だけ注
文して、「３０・１０運動」で食品ロスを退治しましょう。 本展では、沖ノ島の国宝のうち、金製指輪をはじめとする貴重な宝物を

ご覧いただくとともに、沖ノ島と大和朝廷の関係を解き明かします。

※詳しくはホームページ（http://www.kyuhaku.jp/）でご確認ください。　
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観覧時間
休館日
観覧料

：平成２９年１月１日(日・祝)～３月５日（日）
：９時３０分～１７時（入館は１６時３０分まで）
：毎週月曜日 ※１月２日、９日（月）は開館。１月１０日（火）は休館。
：一般１５００円(１３００円）、高大生１０００円(８００円)、
 小中生６００円(４００円）
 ※（　　）内は前売り、有料の方が２０人以上の場合の団体料金

弁当、サンドイッチ、生麺など劣化が
早い〝あしがはやい〞食品に表示され
ます。過ぎたものは食べない方が安全
です。

消費期限（食べても安全な期限）

福岡県はフードバンク活動を応援しています

賞味期限（おいしく食べられる期限）

凍結を防ぐには？

※保温材はホーム
　センターなどで
　買えます

●凍結した水道管にタオル
などをかぶせ、その上から
ゆっくりとぬるま湯を掛け
てとかしましょう。

　※急に熱いお湯を掛けると、水
　道管が破裂してしまうことが
　あるので注意 ！

凍結してしまったら？

防災・災害関連情報などを発信しています

●元栓を閉め、市町村など各地域の水道事業者にご連絡
ください。

破裂してしまったら？

平成２９年２月４日(土)１３時～１５時
リレー講座「交差する日本神話とアジアの歴史」

宴会はじめの３０分、宴会おわりの１０分は食事を楽しもう！

食品の提供者
食品・農産物

災害備蓄食品

食品関連企業
一般企業
農家

一般家庭 など

食品の受領者

生活困窮者
社会福祉施設
自立支援団体
子ども食堂 など
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ク

約２３kg＝約170杯分
３０・１０運動

※平成２5年度推計（農林水産省）

国宝 金製指輪　
古墳時代 宗像大社蔵
展示期間：１月３１日～３月５日

さんまる いちまる

にご協力
ください

家庭で実践してください

期間中の
イベント

さい　し

※

●福岡県防災ホームページ
　http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/index.php

●防災メール・まもるくん（事前登録が必要です）
　http://www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp

●屋外に露出している水道管、給湯配管、メーターボックス
●風当たりが強く、日陰にある水道管

特に注意
するところ

昨冬の寒波では
県内でも22万戸が

断水！

特別展に関する問い合わせ：九州国立博物館　ＮＴＴハローダイヤル☎０５０-５５４２-８６００　ファクス０９２-９２９-３２７６　

九州国立博物館特別展「宗像・沖ノ島と大和朝廷」
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糸島市

ふくおかの食

◀「復元天正カルタ」
現存する１枚を分析、用紙など
の原材料を吟味して復元

◀左から梶原館長、学芸員の
亀田宥希（かめだゆうき）さん

白糸の滝を背景に青木さん（写真
後列右端）とスタッフの皆さん

そうめんちり

カルタの町ならではの「三池かる
たもなか」と「三池かるたサブレ」

具材は鶏もも肉、タマネギ、糸コ
ンニャク、「ふれあいの里」では厚

揚げに変えて、つゆのうま
味をたっぷり含む高野
豆腐を使用

１０月３日、本県出身の大隅良典東京工業大学栄誉
教授が、「オートファジーの仕組みの解明」に寄与した
として、ノーベル生理学・医学賞を受賞することが決定
しました。本県出身者初の快挙で県民に深い感動と明
るい希望を与えてくれました。
県では、大隅氏

の功績を称え、ス
ポーツ分野以外で
は初めてとなる県
民栄誉賞の贈呈を
決定しました。

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。

文化振興課
☎０９２-６４３-３３８２　ファクス０９２-６４３-３３４７

問

県では、玄海原子力発電所で、万が一福島と同様の
事故が発生した場合に備え、毎年原子力防災訓練を
実施しています。１０月１０日、佐賀・長崎両県と連携し
て糸島市や福岡市などで実施し、１３３機関、約１６４０人
が参加しました。今後も継続して訓練を実施し、その結
果を検証して原子
力災害対策の強
化に努めます。

防災企画課　
☎０９２-６４３-３１１５　ファクス０９２-６４３-３１１７

問

福岡県出身者初のノーベル賞

りました。
現在、同市の長糸小学校では、

ふるさとの味を伝える取り組みと
して、「そうめんちり」作りを授業に取

り入れています。また、高齢者を招待する
集いや文化祭などで振る舞うと「やっぱりこれが

一番」と喜ばれます。
例年、夏には涼を求める人でにぎわう白糸の滝で

すが、冬のすがすがしさはまた格別。空気が澄み渡り、
晴れた日には宗像市の大島まで見渡せます。薪ストー
ブのある食事処で、身も心も温めてくれる熱々の「そ
うめんちり」を味わってみませんか。

糸島市の南部、羽金山の中
腹に位置する「白糸の滝」。こ
の辺りの地域に伝わる郷土料
理「そうめんちり」は、鶏肉の
うま味がギュッと詰まったつゆ
でいただく温かいそうめんです。
ザラメを使ったコクのある甘さが
特徴で、具材にもしっかり味が染み
込み、ゆずこしょうとの相性も抜群。
「海から遠いこの地域では、昔は新鮮な魚が手に入
らなかった。どの家庭でも鶏を飼っていて、もてなしと
いえば鶏料理でした」と話すのは、白糸の滝「ふれあ
いの里」店長の青木一良さん。この辺りでは初盆の家
にそうめんを贈る慣習があり、農作業の合間に手軽
に食べられるそうめんは、昔から家庭の常備品だった
そうです。
「そうめんちり」は主に山手の地域でよく食べられ、
同じ市内でも沿岸部ではあまりなじみがありませんで
したが、平成２３、２４年の「糸島グルメグランプリ i-1」で
の優勝をきっかけに、市内外での知名度が一気に上が

問い合わせ 
白糸の滝 ふれあいの里　☎／ファクス　０９２-３２３-２１１４
開館時間　９時～１７時（７月～８月は１８時まで）
定 休  日　１２月～３月のみ毎週水曜日、年末年始
　　　　　（１２月２９日～１月３日）

原発の想定外の事態に備えて

　ノルウェーオリンピックチームの２０２０年東京五輪
の事前キャンプが福岡県と熊本県で実施されること
が内定し、１０月１０日、基本合意書締結式が福岡市で
開催されました。福岡県内でのキャンプ決定は、昨年
のスウェーデンに続き２カ国目。県では、今後も誘致を
希望する県内市
町村と連携しな
がら、キャンプ地
の誘致活動を推
進していきます。

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

問

１０月２９日、平成２９年秋に開催される「第３７回全国
豊かな海づくり大会福岡大会」のプレイベント「豊かな
海づくりフェスタ」が、宗像市で開催されました。
会場では、漁船パレードや稚魚の放流、県産農林水
産物の試食・販売が行われたほか、魚のつかみ取りや
魚さばき教室など
も実施され、大勢
の人が食べて、遊
んで、福岡の海の
豊かさを体験しま
した。

全国豊かな海づくり大会推進室
☎０９２-６４３-３５７6　ファクス０９２-６４３-３５７８

問

東京五輪の事前キャンプを福岡で ！

豊かな福岡の海に親しもう ！

アジアで初めてとなる「世界獣医師会-世界医師会
“One Health”に関する国際会議」が１１月１０日、
１１日、秋篠宮同妃両殿下のご臨席の下、北九州市で
開催され、医師と獣医師の連携強化を目指す「福岡宣
言」が採択されました。県が会議に合わせて開催した
宇宙飛行士の毛利
衛さんによる公開講
座や人と動物の共通
感染症対策シンポジ
ウム、ホースセラピー
体験などにも多くの
人が参加しました。

スポーツ振興課  
☎０９２-６４３-３４０７　ファクス０９２-６４３-３４０８

問

１１月５日、障害がある子どもたちにパラリンピック
競技を体験する機会を提供し、将来の日本代表選手
を目指してもらう「めざせパラリンピック ！ 可能性に
チャレンジ２０１６ in 福岡」が九州で初めて開催されま
した。パラリンピック選手による競技の実演が行われ
た後、さまざまな
競技にチャレンジ
した子どもたち。
将来のパラリン
ピック選手の誕生
が期待されます。

保健衛生課
☎０９２-６４３-３２６８　ファクス０９２-６４３-３２８２

問

福岡から目指せ ！ パラリンピック

かつて、優れたかるたの代名詞だった「三池」
　お正月の風物詩の一つ、かるた。実は、日本で初め
てかるたが作られたのは三池（大牟田市）というのを
ご存じでしたか？
　日本のかるたの起源は、１６世紀末にポルトガルの南
蛮船が伝えた「カルタ」。それを基に作られたのが「天正
カルタ」とされ、現存する１枚に刷られた「三池住貞次」
（三池に住む貞次）の文字から、三池で作られたものと
分かりました。やがて三池のかるたは全国区となり、江
戸時代初期には優れたかるたを「三池」と呼んだとか。

日本のかるたは
「ガラパゴス」
　ところでこの天正カルタ、
私たちの知るかるたとは随
分違いますね。それもそのは
ず、「カルタ」はもともと「カー
ド」を意味するポルトガル語。トランプやタロットなどの
カード遊び全般を意味します。
　「この『カード』と、日本に古くから存在する貝覆い（貝
合わせ）などの『合わせ遊び』とが融合して、百人一首
やいろはかるたなど多種多様なかるたが作られました。
かるたは日本独自の進化を遂げたわけです」と三池カ
ルタ・歴史資料館の梶原伸介館長。
　同館では、当時の版木から復元した「復元天正カル
タ」のほか、国内外・近現代のかるたを幅広く収集・展示
しています。また、NHK大河ドラマ「真田丸」には、同館の
監修の下、NHKが再現した天正カルタが登場。番組終
了後には同館に寄贈され、展示される予定です。奥深い
かるたの世界を一度のぞいてみませんか？

もう   り

“One Health”に関する国際会議の開催

あお   き　かずよし

は  がね やま

問い合わせ　大牟田市立 三池カルタ・歴史資料館
　　　　　　☎/ファクス　０９４４-５３-８７８０
　　　　　　観覧無料（解説案内を希望する場合は要事前予約）

問い合わせ　菓舗だいふく本店（三池かるたもなか・サブレ）
　　　　　　☎０９４４-５３-３３３３　ファクス０９４４-５２-５４５０

み  いけじゅう

おおすみよしのり

ワ ン　　　  ヘ ル ス

てんしょう かじはらしんすけ

かいおお

©東京工業大学提供

まき

まもる

日本のかるたは
福岡県から始まった！

Do you know Fukuoka?
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糸島市

ふくおかの食

◀「復元天正カルタ」
現存する１枚を分析、用紙など
の原材料を吟味して復元

◀左から梶原館長、学芸員の
亀田宥希（かめだゆうき）さん

白糸の滝を背景に青木さん（写真
後列右端）とスタッフの皆さん

そうめんちり

カルタの町ならではの「三池かる
たもなか」と「三池かるたサブレ」

具材は鶏もも肉、タマネギ、糸コ
ンニャク、「ふれあいの里」では厚

揚げに変えて、つゆのうま
味をたっぷり含む高野
豆腐を使用

１０月３日、本県出身の大隅良典東京工業大学栄誉
教授が、「オートファジーの仕組みの解明」に寄与した
として、ノーベル生理学・医学賞を受賞することが決定
しました。本県出身者初の快挙で県民に深い感動と明
るい希望を与えてくれました。
県では、大隅氏

の功績を称え、ス
ポーツ分野以外で
は初めてとなる県
民栄誉賞の贈呈を
決定しました。

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。

文化振興課
☎０９２-６４３-３３８２　ファクス０９２-６４３-３３４７

問

県では、玄海原子力発電所で、万が一福島と同様の
事故が発生した場合に備え、毎年原子力防災訓練を
実施しています。１０月１０日、佐賀・長崎両県と連携し
て糸島市や福岡市などで実施し、１３３機関、約１６４０人
が参加しました。今後も継続して訓練を実施し、その結
果を検証して原子
力災害対策の強
化に努めます。

防災企画課　
☎０９２-６４３-３１１５　ファクス０９２-６４３-３１１７

問

福岡県出身者初のノーベル賞

りました。
現在、同市の長糸小学校では、

ふるさとの味を伝える取り組みと
して、「そうめんちり」作りを授業に取

り入れています。また、高齢者を招待する
集いや文化祭などで振る舞うと「やっぱりこれが

一番」と喜ばれます。
例年、夏には涼を求める人でにぎわう白糸の滝で

すが、冬のすがすがしさはまた格別。空気が澄み渡り、
晴れた日には宗像市の大島まで見渡せます。薪ストー
ブのある食事処で、身も心も温めてくれる熱々の「そ
うめんちり」を味わってみませんか。

糸島市の南部、羽金山の中
腹に位置する「白糸の滝」。こ
の辺りの地域に伝わる郷土料
理「そうめんちり」は、鶏肉の
うま味がギュッと詰まったつゆ
でいただく温かいそうめんです。
ザラメを使ったコクのある甘さが
特徴で、具材にもしっかり味が染み
込み、ゆずこしょうとの相性も抜群。
「海から遠いこの地域では、昔は新鮮な魚が手に入
らなかった。どの家庭でも鶏を飼っていて、もてなしと
いえば鶏料理でした」と話すのは、白糸の滝「ふれあ
いの里」店長の青木一良さん。この辺りでは初盆の家
にそうめんを贈る慣習があり、農作業の合間に手軽
に食べられるそうめんは、昔から家庭の常備品だった
そうです。
「そうめんちり」は主に山手の地域でよく食べられ、
同じ市内でも沿岸部ではあまりなじみがありませんで
したが、平成２３、２４年の「糸島グルメグランプリ i-1」で
の優勝をきっかけに、市内外での知名度が一気に上が

問い合わせ 
白糸の滝 ふれあいの里　☎／ファクス　０９２-３２３-２１１４
開館時間　９時～１７時（７月～８月は１８時まで）
定 休  日　１２月～３月のみ毎週水曜日、年末年始
　　　　　（１２月２９日～１月３日）

原発の想定外の事態に備えて

　ノルウェーオリンピックチームの２０２０年東京五輪
の事前キャンプが福岡県と熊本県で実施されること
が内定し、１０月１０日、基本合意書締結式が福岡市で
開催されました。福岡県内でのキャンプ決定は、昨年
のスウェーデンに続き２カ国目。県では、今後も誘致を
希望する県内市
町村と連携しな
がら、キャンプ地
の誘致活動を推
進していきます。

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

問

１０月２９日、平成２９年秋に開催される「第３７回全国
豊かな海づくり大会福岡大会」のプレイベント「豊かな
海づくりフェスタ」が、宗像市で開催されました。
会場では、漁船パレードや稚魚の放流、県産農林水
産物の試食・販売が行われたほか、魚のつかみ取りや
魚さばき教室など
も実施され、大勢
の人が食べて、遊
んで、福岡の海の
豊かさを体験しま
した。

全国豊かな海づくり大会推進室
☎０９２-６４３-３５７6　ファクス０９２-６４３-３５７８

問

東京五輪の事前キャンプを福岡で ！

豊かな福岡の海に親しもう ！

アジアで初めてとなる「世界獣医師会-世界医師会
“One Health”に関する国際会議」が１１月１０日、
１１日、秋篠宮同妃両殿下のご臨席の下、北九州市で
開催され、医師と獣医師の連携強化を目指す「福岡宣
言」が採択されました。県が会議に合わせて開催した
宇宙飛行士の毛利
衛さんによる公開講
座や人と動物の共通
感染症対策シンポジ
ウム、ホースセラピー
体験などにも多くの
人が参加しました。

スポーツ振興課  
☎０９２-６４３-３４０７　ファクス０９２-６４３-３４０８

問

１１月５日、障害がある子どもたちにパラリンピック
競技を体験する機会を提供し、将来の日本代表選手
を目指してもらう「めざせパラリンピック ！ 可能性に
チャレンジ２０１６ in 福岡」が九州で初めて開催されま
した。パラリンピック選手による競技の実演が行われ
た後、さまざまな
競技にチャレンジ
した子どもたち。
将来のパラリン
ピック選手の誕生
が期待されます。

保健衛生課
☎０９２-６４３-３２６８　ファクス０９２-６４３-３２８２

問

福岡から目指せ ！ パラリンピック

かつて、優れたかるたの代名詞だった「三池」
　お正月の風物詩の一つ、かるた。実は、日本で初め
てかるたが作られたのは三池（大牟田市）というのを
ご存じでしたか？
　日本のかるたの起源は、１６世紀末にポルトガルの南
蛮船が伝えた「カルタ」。それを基に作られたのが「天正
カルタ」とされ、現存する１枚に刷られた「三池住貞次」
（三池に住む貞次）の文字から、三池で作られたものと
分かりました。やがて三池のかるたは全国区となり、江
戸時代初期には優れたかるたを「三池」と呼んだとか。

日本のかるたは
「ガラパゴス」
　ところでこの天正カルタ、
私たちの知るかるたとは随
分違いますね。それもそのは
ず、「カルタ」はもともと「カー
ド」を意味するポルトガル語。トランプやタロットなどの
カード遊び全般を意味します。
　「この『カード』と、日本に古くから存在する貝覆い（貝
合わせ）などの『合わせ遊び』とが融合して、百人一首
やいろはかるたなど多種多様なかるたが作られました。
かるたは日本独自の進化を遂げたわけです」と三池カ
ルタ・歴史資料館の梶原伸介館長。
　同館では、当時の版木から復元した「復元天正カル
タ」のほか、国内外・近現代のかるたを幅広く収集・展示
しています。また、NHK大河ドラマ「真田丸」には、同館の
監修の下、NHKが再現した天正カルタが登場。番組終
了後には同館に寄贈され、展示される予定です。奥深い
かるたの世界を一度のぞいてみませんか？

もう   り

“One Health”に関する国際会議の開催

あお   き　かずよし

は  がね やま

問い合わせ　大牟田市立 三池カルタ・歴史資料館
　　　　　　☎/ファクス　０９４４-５３-８７８０
　　　　　　観覧無料（解説案内を希望する場合は要事前予約）

問い合わせ　菓舗だいふく本店（三池かるたもなか・サブレ）
　　　　　　☎０９４４-５３-３３３３　ファクス０９４４-５２-５４５０

み  いけじゅう

おおすみよしのり

ワ ン　　　  ヘ ル ス

てんしょう かじはらしんすけ

かいおお
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日本のかるたは
福岡県から始まった！

Do you know Fukuoka?
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