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　いよいよ、９月２０日、アジア初のラグビーワールドカップ２０１９™日本大会が開幕します。福岡県では、東平尾公園
博多の森球技場で、世界ランキング３位のアイルランド、８位のフランスなどの見ごたえのある３試合が行われます。
　大会期間中は、９月２０日から１０月１３日まで、ＪＲ博多駅前広場にて、パブリックビューイングやステージイベント、
ラグビー体験などを楽しむことができるファンゾーンも開催します。
　「一生に一度」といわれるラグビーワールドカップ２０１９™日本大会。みんなで盛り上げていきましょう！

　４年に１度行われる１５人制ラグビー世界王者決定戦となるの
がラグビーワールドカップTMです。世界中のラグビープレーヤーに
とって、選ばれた人間だけが出場することができる憧れの舞台です。
夏季オリンピック、FIFAワールドカップと並ぶ世界三大スポーツ
イベントの一つと言われています。

　JR博多駅前にて大型スクリーンで試合の生中継を観戦できるファンゾーンを開催します。
　ステージイベントや飲食ブースなど、試合会場に行けない方も大勢で試合観戦を楽しめます。

※[   ]内は世界ランキング（2019年7月29日現在）

ファンゾーン会場のイメージ図

大会公式マスコット「レンジー」

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会

試合スケジュール（東平尾公園博多の森球技場）

【名　称】
【日　程】

【時　間】
【場　所】
【内　容】

【その他】

ラグビーワールドカップ２０１９ファンゾーン in 福岡
９月２０日（金）～２２日（日）、２６日（木）～２８日（土）
１０月２日（水）～５日（土）、１２日（土）～１３日（日）
各日１２時～２２時 ※ただし、９月２０日は１７時～２２時
ＪＲ博多駅前広場
・大型スクリーンによるパブリックビューイング
・飲食ブース　・ステージイベント　 ・体験コーナー
１０月１９日（土）から始まる決勝トーナメントは下記
の場所にてパブリックビューイングを開催予定
（準々決勝・準決勝）天神中央公園西中洲エリア
※日本代表が進出した場合、その試合を予定
（決勝）福岡市役所西側ふれあい広場

一生に一度が福岡に！

イタリア v カナダ
2019年9月26日（木） 16時45分キックオフ

［21位］［13位］

フランス アメリカv
2019年10月2日（水） 16時45分キックオフ

［15位］［8位］

サモアアイルランド v
2019年10月12日（土） 19時45分キックオフ

［16位］［3位］

大会チケットがなくても楽しめる！「ファンゾーン」大会チケットがなくても楽しめる！「ファンゾーン」
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●９月２６日、１０月２日　１４時４５分頃～１６時４５分頃、１８時頃～１９時３０分頃
●１０月１２日　　　　　１７時４５分頃～１９時４５分頃、２１時頃～２２時３０分頃

　大会開催に当たり、会場周辺およびパーク＆ライド駐車場周辺で交通の混雑が予想されます。
　また、一部区間では交通規制が実施されます。当日は自家用車の利用は控え、公共交通機関の利用に
ご協力をお願いします。
　　　　 東平尾公園博多の森球技場（福岡市博多区東平尾公園２‒１‒１）
　　　　 （シャトルバス）福岡市営地下鉄 福岡空港駅３番出口すぐ「福岡空港前」から
　　　　　　　　　８分乗車、スタジアム側バス乗降場から徒歩８分
　　　　 （徒歩）福岡市営地下鉄 福岡空港駅４番出口から徒歩約２５分

東平尾公園博多の森球技場

博多祇園山笠 戸畑祇園大山笠

交通規制箇所 混雑予想範囲

ラグビーワールドカップ 検索
公式チケットサイト

チケットは全て公式チケットサイトを通じて販売しています。
申し込み・購入いただくためには、チケットIDの登録（無料）が必要です。
tickets.rugbyworldcup.com

会場アクセス・大会に伴う交通規制について

【会　場】
【アクセス】

規 制 時 間

問い合わせ：ラグビーワールドカップ2019福岡開催推進委員会事務局
　　　　　 ☎０９２-６４３-７６１３　ファクス０９２-６３２-２０１１

問い合わせ：祭りアイランド九州コールセンター
　　　　　 ☎０５７０-００１-３５７　ファクス０９２-７５１-２９４４

TM © Rugby World Cup Limited 2015

ラグビー　福岡　アクセス 検索詳しくは

※試合状況および混雑状況などにより、規制時間が前後することがあります。

　大会の開催期間に合わせて、九州・山口地域の魅力を全世界にＰＲするため、九州・山口の祭りが一堂
に集結するイベントを開催します。
　福岡県からは博多祇園山笠や戸畑祇園大山笠など６団体が参加します。
　　　　 「祭りアイランド九州」九州・山口の祭り熊本に集結＆九州・火の国元気まつり
　　　　 ９月２８日（土）～２９日（日）
　　　　 熊本県熊本市内中心部
　　　　 ※当日は熊本市内で渋滞が予想されますので、公共交通機関をご利用ください
　　　　 ・九州・山口の約４０の祭りの競演
　　　　 ・九州・山口の特選グルメとお土産の販売
　　　　 九州・山口の秋祭りを「祭りアイランド九州」のホームページに一覧で掲載中。

九州・山口の祭りが大集結！「祭りアイランド九州」

祭りアイランド九州 検索詳しくは

【名　称】
【日　程】
【場　所】

【内　容】

【その他】
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粕屋警察署粕屋警察署

●駕与丁公園●駕与丁公園
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ヤマダ電機ヤマダ電機

稲城稲城

門松門松

長者原長者原

扇橋扇橋

南里駅前南里駅前

新屋敷北新屋敷北

片峰新橋片峰新橋 大的大的

立花寺東立花寺東

城山団地入口城山団地入口
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ユニバ通りユニバ通り ●シーメイト
（パーク＆ライド駐車場）
●シーメイト
（パーク＆ライド駐車場）

●イオンモール福岡
（パーク＆ライド駐車場）
●イオンモール福岡
（パーク＆ライド駐車場）

会場
（博多の森球技場）

会場
（博多の森球技場）
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港
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●東平尾公園●東平尾公園

ユニバ通りユニバ通り

福
岡
空
港

福
岡
空
港

●東平尾公園大谷広場●東平尾公園大谷広場

●アクシオン福岡●アクシオン福岡福岡市立席田中学校●福岡市立席田中学校●

●第１野球場●第１野球場●●

●スターバックスコーヒー●スターバックスコーヒー●セブンイレブン●セブンイレブン

試合終了後、第1野球場前は
歩行者用道路となります。

東平尾公園交差点～アクシオン入口

東平尾公園交差点東平尾公園入口

アクシオン入口

●会場●会場
牧のうどん牧のうどん

車両一方通行車両一方通行

車両通行止め
歩行者用道路

混雑予想範囲
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　県内の交通事故発生件数は減少傾向にありますが、一方で高齢ドライバーによる事故の割合は増加しています。
また、高齢ドライバーによる事故原因で多いのは、「安全不確認」「前方不注意」「運転操作のミス」となっています。
　全国的にも高齢ドライバーによる重大事故が相次いで発生しています。 いま一度、高齢者の運転について
考え、 事故を防ぐための行動につなげましょう。

福岡県　自主返納 検索

天候や時間帯などに合わせて、運転する際のルールを決め、条件の良いときだけ運転しましょう。

加齢に伴う身体機能や認知機能の低下により、事故を起こすリスクが高まります。
運転に不安を感じたら、運転免許の自主返納を検討しましょう。

◆運転免許自主返納に関するご相談
　県内の各警察署交通課、各地区の運転免許試験場で受け付けています。
◆運転免許返納後の支援やサービス

危険を予測し、衝突を回避、または被害
を軽減します。

駐車スペースから出るときなどの誤操
作による急発進を防ぎます。

経済産業省  サポカー 検索

　事故の発生防止・被害軽減のために開発された「先進安全技術」を活用した「サポカー／サポカーS」。高齢ドライ
バーによる交通事故防止対策の一環として、官民連携で「サポカー／サポカーS」の普及啓発に取り組んでいます。
　「サポカーS」には、運転支援機能として、「被害軽減（自動）ブレーキ」や「ペダル踏み間違い時加速抑制装
置」の他、「車線逸脱警報」「先進ライト」などがあります。

・市町村や民間事業者では、運転免許を自主返納した高齢者に対して、バス・タクシーなどの料金割引な
どの支援を実施しており、 支援内容の一覧を県のホームページに掲載しています。 なお、サービス内容
などの詳細は各市町村や事業者にお問い合わせください。
・外出・移動（交通）、買い物、生活（配食・見守りなど）についての支援に関する相談は、各市町村の地域包
括支援センターで受け付けています。

○こんなときは ○事故を起こさないマイルールづくり！

詳しくは

問い合わせ　高齢者の運転やサポカーSについて：生活安全課　☎０９２-６４３-３１６７　ファクス０９２-６４３-３１６９
外出・移動、買い物、生活についての支援：高齢者地域包括ケア推進課　☎０９２-６４３-３２５０　ファクス０９２-６４３-３２５３

被害軽減（自動）ブレーキ被害軽減（自動）ブレーキ ペダル踏み間違い時加速抑制装置ペダル踏み間違い時加速抑制装置

高齢ドライバーの皆さん、運転に不安を感じていませんか？
～事故を防ぐためにできることを始めましょう～

事故を起こさないためのマイルールをつくりましょう

運転免許の自主返納も選択肢の一つに！

「サポカー／サポカーS」をご存じですか？
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①幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもの保護者

②幼稚園の預かり保育を利用する子どもの保護者

③認可外保育施設などを利用する子どもの保護者

④就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもの保護者

　子育て世帯を応援し、子どもの健やかな成長を支援するため、改正子ども・子育て支援法が１０月１日か
ら施行され、幼児教育・保育が無償化されます。

　これから妊娠、出産を迎える世代のがん患者さんが、抗がん剤や放射線による治療により生殖器に影響を受け
ると、妊よう性（妊娠させる力／する力）が低下したり失われたりすることがあります。
　がん治療を開始する前に精子や卵子などを採取し凍結保存する「妊よう性温存治療」は広がりつつありますが、
医療保険の適用がなく高額となるため、経済的に大きな負担となっています。
　このため、県では、将来子どもを産み育てることを望む小児・ＡＹＡ世代のがん患者さんが、妊よう性温存治療に要
する費用を助成する事業を開始しました。

・３～５歳までの全ての子どもの利用料が無償化されます。
※幼稚園については、月額上限２万５７００円です。
※無償化の期間は、３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年間です。
　幼稚園については、満３歳から入園の時期に合わせて無償化します。
※通園送迎費、食材料費、行事費などは、１０月以降も保護者の負担となります。
　なお、保育所利用の保護者は、１０月以降おかず代などが保育所から徴収されます。
・住民税非課税世帯の場合、０～２歳までの子どもについても利用料が無償化されます。

・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、３～５歳の子どもは月額１万１３００円までの範囲で預かり保育の利用
料が無償化されます。
・住民税非課税世帯の場合、満３歳になった後、最初の3月31日までの間も月額１万６３００円までの範囲で無償化されます。
※お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

・３～５歳までの子どもは月額３万７０００円までの利用料が無償化されます。
・住民税非課税世帯の場合、０～２歳までの子どもについても月額４万２０００円までの利用料が無償化されます。
※お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

・３～５歳までの利用料が無償化されます。

精子、卵子などの採取・凍結、受精卵の凍結に要する費用
※２年目以降の凍結保存更新料は対象外

・県内にお住まいの４３歳未満のがん患者
・がん治療医療機関から紹介を受けた医療機関で行う妊よう性温存治療
※この他、所得要件を満たす必要があります

男性：２万円　女性：２０万円　※１回を限度とする

福岡県　妊よう性温存治療　助成 検索詳しくは

がん感染症疾病対策課

がん治療医療機関妊よう性温存治療
実施医療機関

小児・ＡＹＡ世代の
がん患者

⑦支払い⑦支払い
⑥申請⑥申請

③受診③受診 ①受診①受診

②紹介②紹介④妊よう性
　温存治療
④妊よう性
　温存治療

⑤治療費の支払い⑤治療費の支払い
※「ＡＹＡ世代」とは、「Adolescent and Young Adult 世代」の略。
　１５歳から３９歳までの思春期・若年成人世代を指します。

問い合わせ：がん感染症疾病対策課　☎０９２-６４３-３３１７　ファクス０９２-６４３-３３３１

問い合わせ　保育施設について：子育て支援課　☎０９２-６４３-３５７７  ファクス０９２-６４３-３２６０
　　　　　　幼稚園について：私学振興課　☎０９２-６４３-３１３０  ファクス０９２-６４３-３１３５

補助対象費用補助対象費用

助成の条件助成の条件

補助額（上限額）補助額（上限額）

小児・ＡＹＡ世代のがん患者に対し
妊よう性温存治療に要する費用の一部助成を開始！

１０月１日から幼児教育・保育の無償化が始まります
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新雇用開発課
☎０９２-６４３-３５９３　ファクス０９２-６４３-３６１９

問

　６月２０日、飯塚市で、「高齢者のためのしごと・ボラ
ンティア合同説明会」を開催しました。会場には、高齢
者の雇用に理解のある企業や団体が仕事内容の説明
を行う面談ブースや、相談員が就職や社会参加につい
ての相談に応じるコーナーが設けられました。
　この説明会は、９
月１９日に久留米市
商工会館で、１０月
３０日に西日本新聞
会館（福岡市）で開
催される他、北九州
市でも開催予定です。

健康増進課
☎０９２-６４３-３２７０　ファクス０９２-６４３-３２７１

問

　世界遺産登録２周年を迎えた「『神宿る島』宗像・沖ノ島
と関連遺産群」を将来の世代に伝えていくため、７月
１５日に「海の日 世界遺産めぐり」を開催しました。
　イベントでは、専門家による公開講座や地元ボラン
ティアによる遺産群のガイドが行われた他、「沖ノ島遠
望船」が運航され、
参加者は、普段あま
り近づくことので
きない沖ノ島をお
よそ２キロメートル
の距離から遠望し
ました。

世界遺産室
☎０９２-６４３-３１６２　ファクス０９２-６４３-３１６３

問

　５月１５日、公益社団法人福岡県医師会と、災害時の
健康管理支援活動に関する協定を締結しました。
　これにより、大規模な災害が発生した場合、県および県
内自治体の保健師、栄養士だけでなく、県内の検診機関
の保健師、栄養士とも協力して、被災した自治体の避難
所などで被災者の健康管理の支援ができるようになり
ます。いざという
ときに迅速でき
め細かい支援が
できるよう、今後
も関係機関との
連携を進めます。

スポーツ振興課
☎０９２-６４３-３５１５　ファクス０９２-６４３-３４０８

問

　６月２７日から３０日に、博多の森陸上競技場にお
いて、第１０３回日本陸上競技選手権大会が開催され
ました。本大会は、今秋にカタール・ドーハで開催され
る世界選手権の選考会を兼ねており、東京２０２０オリ
ンピックにもつながる重要な大会です。会場には小川
知事も駆けつけ、
１００メートル女子
で優勝された御家
瀬 緑選手の他、土
井 杏南選手、青山 
華依選手に、メダ
ルを授与しました。

観光政策課
☎０９２-６４３-３４５４　ファクス０９２-６４３-３４３１

薬務課
☎０９２-６４３-３２８７　ファクス０９２-６４３-３３０５

問

　東京２０２０組織委員会では、東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会が長く人々の心に残るよう、
日本各地の伝統工芸品などの公式ライセンス商品化を
進めています。
　今回、福岡県知事指定特産工芸品の「籃胎漆器」が商
品化されました。竹を編んで作った竹細工に漆を重ね、
研ぎ磨いた艶と模様が特長の籃胎漆器は、丈夫で使う
ほどに味わいが増します。この商品は、東京２０２０オ
フィシャルショッ
プ天神店（福岡
市）などで販売
されています。

問

　６月２０日から７月１９日までの「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動および６月２６日の「国際麻薬乱用撲滅
デー」に合わせて、６月２９日に福岡市で街頭キャン
ペーンを実施しました。
　キャンペーンでは、薬物に関する知識を学ぶための
クイズや的あてゲームなどが実施された他、ボーイス
カウト、ガールスカ
ウトに所属する子ど
もたちにより、国内
外の薬物乱用防止活
動促進のための募金
活動が行われました。

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（予定）しています。

み　か

うるし

みどり どせ

あん  ない あおやま

はな え

「神宿る島」に思いをはせる７０歳現役社会の実現を目指して

第１０３回日本陸上競技選手権大会が開催されました！

「籃胎漆器」が東京２０２０公式ライセンス商品に！ 薬物から身を守ろう！薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

全国初！災害時の健康管理支援活動に関する協定締結

フラッシュ県 政

らんたい しっき
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　　　　　　シャリシャリとした食感で、みずみず
しい果汁が口いっぱいに広がる「赤池梨」が収穫の
時期を迎えています。
　この「赤池梨」の歴史は明治時代までさかのぼり
ます。「赤池梨の祖」とされる久原實蔵さんが、山の
斜面が果樹栽培に適していることに気付き、荒れ
地だった山林を開墾して、現在の実りある土地へ
と変えたのです。
　この、斜面を活用した山肌栽培の最大の利点は、日
照や水はけが良いことで、これにより、甘みの凝縮さ
れた大きな実が育ちます。一方で、斜面での農作業に
は平地とは比べものにならない苦労がしのばれます。
それでも、「お客さんの『おいしかった』の一言が励み

になります」と厳しい山肌
栽培にこだわるのは久原猛
さんと浩一さん。實蔵さん
のひ孫です。
　お二人は土作りにもこだ
わります。剪定した枝くずや
葉は、幹の周囲を耕して埋め、

土に返します。有機物をたっぷり含んだ軟らかい土
は、梨の木が土に深く根を張るのを助けるだけでな
く、真夏の乾燥にも強くしてくれるそうです。
　「赤池梨」は、収穫時期が早い順に「幸水」「豊水」
「秋月」「新高」の４品種。８月上旬から１０月上旬ご
ろまで楽しめます。この時期には、数量限定で「物産
館ふくちの郷」でも販売します。
　食欲の秋は目前です。ぜひ福智町に足を運び、
「赤池梨」を堪能してみませんか。

山肌栽培のブランド梨「赤池梨」

１００人一緒に楽しめる
「世界最長のブランコ」

●福智町●

　北九州市若松区の響灘緑地（グリーンパーク）に、
ギネス世界記録®に認定された「世界最長のブラ
ンコ」があるのをご存じですか？
　一周１６３．３５メートル、１００人分の椅子が連な
り、これまでオランダで認定された１３３．９９メート
ルの記録を２１年ぶりに更新しました。
　近年、安全基準の厳格化などもあり、町中から姿
を消しつつあるブランコですが、子どもたちに大
人気の遊具であることには変わりません。みんな
で一緒に心行くまでブランコを楽しめる遊び場と
して一役買っています。「ブランコは高台にあるの
で見晴らしがよく、乗る位置や向きによって２００
通りの景色が楽しめますよ」と、響灘緑地管理事務
所の片山湧勝さんは語ります。
　園内には大芝生広場が広
がり、思い切り駆け回ったり、
テントを張って寝転がったり
と、思い思いに過ごせます。
また、１周６．８キロメートル
と４．２キロメートルの２つの
サイクリングコースや、グラ

ウンドゴルフコースもあり、大人も子どもも大いに
体を動かせます。
　この他、１０月１２日（土）から１１月１０日（日）は
「秋のバラフェア」が開催され、毎年多くのファンで
にぎわいます。秋の訪れを少しずつ感じるこの季節、
ぜひ足を運んでみませんか。

くはら

くはら

たけし

こういち

せんてい

さと

こうすい ほうすい

にいたかあきづき

じつぞう

ひびきなだりょくち

かたやま ゆうた

問い合わせ:ふくちの郷
☎０９４７-２２-７４７４　ファクス０９４７-８５-９００９
営業時間／９時～１８時　
定休日／第３月曜日（祝日の場合は翌日）、年始

問い合わせ:響灘緑地管理事務所
☎０９３-７４１-５５４５　ファクス０９３-７４１-５４９９
開園時間／９時～１７時（火曜日休園）
入園料／一般１５０円、小・中学生７０円、未就学児無料
（一部有料施設あり）

あか  い け  なしあ か  い け  なし

圧巻の全景！ ５月に完成
した「世界最長のブランコ」×

Do you know Fukuoka?

福岡県
vol.14

知ってる？

「出荷はかわいい娘を嫁に出す気分」
と語る浩一さん（左）と猛さん（右）

香り高くジューシーな「赤池梨」、
食べる数時間前に冷蔵庫で冷やす
のがおすすめ！天候不良や鳥獣被
　　  害などの苦労を経て、ようや
　　　　く収穫の時期を迎える

「見渡す限り緑が広がる大芝
生広場もおすすめです」と語
る片山さん
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募　集募　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/県HP

　介護に対する不安を払拭し、介護
に関する基本的な知識を学べます。
〈日程〉７月以降順次
※各会場の開催日時は下記までお
問い合わせください
〈会場〉各地区で開催
サンコスモ古賀（古賀市庄）、アクロ
ス福岡（福岡市中央区天神）、まいピ
ア高田（みやま市高田町）、久留米リ
サーチ・パーク（久留米市百年公園）、
新小倉ビル（北九州市小倉北区米
町）、中間市中央公民館（中間市蓮花
寺）、直鞍産業振興センターＡＤＯＸ福
岡別館（直方市植木）
※各会場とも全５日間の研修日程です
※参加無料
　・
社会福祉法人福岡県社会福祉協議会
福岡県福祉人材センター
☎０９２‐５８４‐３３１０Ⓕ０９２‐５８４‐３３１９

情報のひろば情報のひろば

福岡県介護に関する
入門的研修 　空港で使用されている特殊車両

へのラッピングデザイン募集および
北九州空港を題材としたフォトコン
テストを開催します。
〈募集作品〉空をイメージした絵画・
デザインおよび北九州空港を題材と
した写真
〈応募締切〉９月３０日（月） ※必着
　北九州エアターミナル株式会社
☎０９３‐４７５‐４１９５Ⓕ０９３‐４７５‐１３０４
　　http://www.kitakyu-air.jp/

北九州エアターミナル
創立３０周年感謝企画

県HP

HP

HP

〈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１８日（金）
［一般入学］（Ａ日程）１２月６日（金）
（Ｂ日程）令和２年３月１２日（木）
※Ｂ日程は、募集定員に達しない場
合に実施
〈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）
※総合コースは一般入学試験のみ
実施
〈修業年限〉２年
〈会場〉福岡県農業大学校（筑紫野市
吉木）
〈受付期間〉
［推薦入学］９月１３日（金）～２７日（金）
［一般入学］（Ａ日程）１１月８日（金）～
２２日（金）
（Ｂ日程）令和２年２月１２日（水）～
２６日（水）
〈願書配布場所〉福岡県農業大学校、
各普及指導センター、後継人材育成室
　福岡県農業大学校
☎０９２-９２５-９１２９Ⓕ０９２-９２５-２４１１
　　http://fuknodai.jp/

　館内や展示物の案内などをサ
ポートしていただける人を募集し
ます。
〈応募資格〉高校生以上で博物館活
動に関心があり、説明会・事前研修
に参加できる人
〈募集期間〉９月２９日（日）～１２月
８日（日）
〈日程〉
［説明会］９月２９日（日）、１０月３日
（木）、１３日（日）、２６日（土）、１１月４
日（月・祝）、２２日（金）、１２月１日（日）
［事前研修］令和２年３月１４日（土）、
１５日（日）、２１日（土）、２２日（日）
［活動開始］令和２年４月１２日（日）～
〈定員〉２６０人
　九州国立博物館
☎０９２-９２９-３289Ⓕ０９２-９２９-３９８０
　　https://www.kyuhaku.jp/

九州国立博物館
ボランティア募集

問

　育児休業中の女性の円滑な職場
復帰を支援するためのセミナーです。
保育所見学や参加者の交流会もあ
ります。
〈対象〉育児休業中の女性
〈開催期間〉９月～１０月
〈会場〉県内６カ所
〈定員〉各会場１０人（先着順）
※参加無料、要申込
　株式会社コンピュータ教育社（事
務局）
☎０９２‐483‐0158Ⓕ０９２‐483‐1963

育休女性の
職場復帰準備セミナー

問

　既存建築物の耐震改修に関する
セミナーを開催します。
〈場所・日時〉
①イオンモール大牟田（大牟田市岬町）
１０月４日(金) １４時～１６時３０分
②田川市民会館（田川市伊田）
１０月１８日(金) １４時～１６時３０分
③都久志会館（福岡市中央区天神）
１１月１日(金) １４時～１６時３０分
④パークサイドビル（北九州市小倉北区堺町）
１１月１５日(金) １４時～１６時３０分
〈内容〉①②は木造住宅について、
③④は鉄筋コンクリート・木造建築
物について
〈定員〉①②各６０人③１７０人
④１００人（先着順）
※参加無料、要申込
　一般財団法人福岡県建築住宅セ
ンター
☎０９２-７８１-５１６９Ⓕ０９２-７１５-５２３０
　　http://fkjc.or.jp/kikaku/tad.
html

建築物耐震改修セミナー

HP

問

HP

HP

問

問申

試　験試　験
福岡県農業大学校養成科

入学試験

☎電話番号　Ⓕファクス番号　　  ホームページ 　　申し込み　　 問い合わせHP 問申

ふっしょく

　地域の子育てを応援したい高齢
者（６０歳以上）を対象に、研修会を
開催します。
〈場所・日程〉
①久留米シティプラザ（久留米市六ツ門町）
９月２６日（木）、２７日（金）、１０月
１日（火）、３日（木）、７日（月）、８日
（火）、１１日（金）
②ふくふくプラザ（福岡市中央区荒戸）
１１月８日（金）、１３日（水）、１４日（木）、
１５日（金）、１８日（月）、２０日（水）、
２５日（月）
③イイヅカコミュニティセンター
（飯塚市飯塚）
１２月５日（木）、６日（金）、１１日（水）、
１２日（木）、１６日（月）、１７日（火）、
１８日（水）
④コムシティ（北九州市八幡西区黒崎）
令和２年１月７日（火）、９日（木）、１６日
（木）、１７日（金）、２０日（月）、２２日（水）、
２７日（月）
※参加無料・要申込
　・
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://fukuoka-kosodate.com/

ふくおか子育てマイスター
認定研修 県HP

問申

県HP

問
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【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。

県政に対するご意見、ご提案を受け付けています。

県政提案メール

お知らせお知らせ

１０月は臓器移植普及月間、
骨髄バンク推進月間です
　あなたの行動で救える命がありま
す。臓器提供に関する意思表示、骨
髄バンクへの登録にご協力をお願
いします。

事業主の皆さまへ
　骨髄ドナーの人には、事前の健康
診断や骨髄などの提供のため数日
の通院または入院が必要となります。
　従業員が安心して骨髄などの提
供ができるよう、「骨髄ドナー休暇
（骨髄提供のための有給休暇制度）」
の導入にご協力をお願いします。
　がん感染症疾病対策課
☎０９２-６４３-３５７６Ⓕ０９２-６４３-３３３１

　自らの判断で避難行動を取ること
ができるよう、今年から行政の出す避
難情報などを５段階に整理し、その際
取るべき行動も併せて伝えることに
なりました。　
　市町村から警戒レベル３または警
戒レベル４が発令された地域にお住
まいの人は速やかに避難してください。

　消防防災指導課
☎０９２‐６４３‐３１１３Ⓕ０９２‐６４３‐３１１７
　　http://www.bousai.go.jp/

警戒レベル４で全員避難！！

県HP

HP

問

問

　福岡県立粕屋新光園は、障がいの
ある児童が入所する施設です。手足
や体の機能障がいのある児童に対
する治療を行う他、子どもの成長・
発達の問題に対して、診療・訓練・教
育・相談などを行います。
〈新名称〉福岡県こども療育センター
新光園
〈変更日〉１０月１日（火）
〈所在地〉新宮町緑ケ浜４丁目２番１号
　障がい福祉課
☎０９２‐６４３‐３２６２Ⓕ０９２‐６４３‐３３０４

福岡県立粕屋新光園の
名称が変わります

住宅用太陽光発電の
固定価格買取期間が
順次満了します

問

　県内在住の被爆者二世の人を対象
に、無料で健康診断を実施します。詳し
くは県ホームページに掲載しています。
受診することができる医療機関などを
ご確認のうえ受診してください。
　がん感染症疾病対策課
☎０９２-６４３-３２６７Ⓕ０９２-６４３-３３３１

被爆者二世の健康診断

　平成２１年に開始された住宅用
太陽光発電（１０キロワット未満）の
固定価格買取制度において設定さ
れている１０年間の買い取り期間が、
１１月以降順次、満了を迎えます。
　期間満了後は、法律に基づく電力
会社の買い取り義務はなくなります
が、①自家消費または②相対・自由
契約で余剰電力を売電することが
可能です。詳しくは下記ホームペー
ジをご覧ください。
　エネルギー政策室
☎０９２-６４３-３２２８Ⓕ０９２-６４３-３１６０
　　https://www.enecho.meti.go.jp/

県HP

県HP

問

県HP

　９月２１日（土）１２時に、関門海
峡ミュージアムは、子どもから大人
まで何度来ても楽しめる、より魅力
的な施設へと生まれ変わります。
　関門海峡を眺めながら食事がで
きるレストランもオープンしますの
で、ぜひお越しください。
　広域地域振興課
☎０９２-６４３-３２１０Ⓕ０９２-６４３-３１６４

関門海峡ミュージアムが
リニューアルオープンします

問

県HP

　キャンペーン参加店舗では、レジ
袋辞退者に対するポイント制度な
どの導入や「レジ袋が必要ですか」
の声掛けなどレジ袋を削減するた
めの取り組みを実施しています。
　まずは、買い物の際にマイバッグ
を持つこと、レジ袋を断ることから
始めてみましょう。
　循環型社会推進課
☎０９２-６４３-３３７１Ⓕ０９２-６４３-３３７７

１０月はマイバッグキャンペーン
強化月間です

問

県HP

【予防対策】
○夜道を一人で歩くときは、時々
　振り返るなど、周囲を警戒する
○ながら歩きはしない
○自宅では鍵かけを徹底する

問

　例年、性犯罪は夏に多発する傾向
にあります。外出する際は、以下の予
防対策を心掛け、性犯罪に注意しま
しょう。

　県警察公式防犯アプリ「みま
もっち」をぜひ、ダウンロードして
ください。
　県警察本部生活安全総務課
☎０９２-６４１-４１４１Ⓕ０９２-６４３-２１６３
　　https://www.police.pref.fukuoka.jp

性犯罪にご注意ください

問

HP

HP

警戒レベル

レベル５

避難行動など

命を守るための最善の
行動を取りましょう

災害発生情報

レベル４
速やかに避難所へ
避難しましょう

避難勧告
避難指示(緊急)

レベル３
避難に時間を要する人
は避難をしましょう

避難準備・高齢
者等避難開始

レベル２
避難行動を確認
しましょう

注意報

レベル１ 災害への心構えを
高めましょう

早期注意情報

避難情報など

　ひきこもりで悩んでいる人やその
家族からの相談を受け付けています。
　ひきこもりの状態はそれぞれ違
います。今の状況を誰かに話すだけ
でも、少し気持ちが楽になります。一
度ご相談ください。
〈日時〉毎週月曜日～金曜日（祝日、
年末年始を除く）９時～１７時１５分
〈場所〉福岡県ひきこもり地域支援
センター（春日市原町）
〈相談方法〉電話や来所などによる
相談
　福岡県ひきこもり地域支援センター
☎０９２-５８２-７５３０Ⓕ０９２-５８２-７５０５

ひきこもりに関する相談窓口
県HP

問

飲酒運転撲滅
飲酒運転は、絶対しない！
させない！ 許さない！
そして、見逃さない！

人権・同和対策局調整課 ヒューマン博士

みんなで築こう　人権の世紀

違いを認め合う
　　心を育てよう
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　若年性認知症の人やその家族が
日頃の不安や悩みを相談したり、情
報交換したりする交流会です。
〈対象〉若年性認知症の人およびそ
の家族・支援者
〈日程・場所〉
①９月７日（土）１３時～１５時
宗像ユリックス（宗像市久原）
②１０月１２日（土）１３時～１５時
久留米市役所２階くるみホール（久
留米市城南町）
③１１月９日（土）１３時～１５時
直方市中央公民館（直方市津田町）
〈定員〉各５０人※参加無料
　・　福岡県若年性認知症サポート
センター
☎０９２-５７４-０１９６Ⓕ０９２-５７４-０１９０

若年性認知症交流会

◀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情報のひろば情報のひろば ☎電話番号　Ⓕファクス番号　　  ホームページ 　　申し込み　　 問い合わせHP 問申

　就職を希望する障がいのある人
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(金)１３時１０分～１６時
久留米リサーチセンタービル
（久留米市百年公園）
②１０月２日(水)１３時～１６時
アクロス福岡（福岡市中央区天神）
③１０月１７日(木)１３時３０分～１６時
のがみプレジデントホテル（飯塚市新立岩）
④１０月３０日(水)１３時～１６時
西日本総合展示場新館ＡＩＭビル
（北九州市小倉北区浅野）
　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

障害者雇用促進面談会
県HP

問

〈日時〉１０月５日(土)１３時～１６時
〈場所〉なみきスクエア（福岡市東区千早）
〈内容〉安全・安心防犯ディスカッショ
ン、防犯功労者などの表彰式他
※入場無料、申込不要
　生活安全課
☎０９２-６４３-３１２４Ⓕ０９２-６４３-３１６９

安全・安心まちづくり
県民の集い

問

HP

県HP

〈日時〉１０月２５日（金）１０時～１６時、
２６日（土）１０時～１５時３０分
※参加無料、申込不要
〈場所〉福岡県青少年科学館（久留米
市東櫛原町)
〈内容〉オリジナル商品の販売、体験
教室、ファッションショー、ものづく
り活動や実習などの作品展示
　福岡県立八女農業高校（事務局校）
☎０９４３-２３-３１７５Ⓕ０９４３-２２-７０６４

福岡県高校生産業教育フェア

問

県HP

〈期間〉８月３日（土）～９月２３日
（月・祝）１０時～１７時
〈場所〉九州芸文館（筑後市津島）
〈観覧料〉一般８００円、高大生５００円、
小中生３００円
※６５歳以上は特別割引料金（６００円）
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳の交付を受けてい
る人および介助者は無料
　文化振興課
☎０９２-６４３-３３４６Ⓕ０９２-６４３-３３４７

九州芸文館美術展
奇才  ダリの版画展

問

県HP

県HP

　筑豊地域自慢のグルメや特産品
が大集合します。ゆるキャラステー
ジや手形アート、縁日コーナーなど
家族で楽しめる体験も盛りだくさん
です。
〈日時〉９月２８日(土)１１時～１６時
〈場所〉天神中央公園(福岡市中央区天神)
　広域地域振興課
☎０９２-６４３-３１８０Ⓕ０９２-６４３-３１６４

筑豊フェア２０１９
～おどりと食の祭典～

県HP

問

〈日時〉１１月２４日（日）１０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（１ｋｍ）
②小学４～６年生（２ｋｍ）
③中学生以上（２ｋｍ、５ｋｍ）
④高校生以上（５ｋｍ、１０ｋｍ）
⑤家族ペア（小学生未満：０.５ｋｍ、
１ｋｍ。小学生：１ｋｍ、２ｋｍ）
〈参加料〉一般：３５００円、高校生以
下：１２００円、家族ペア：３０００円
（０．５ｋｍは２５００円）
〈応募締切〉１０月１０日（木） ※必着
　福岡県民さわやかマラソン大会
事務局
☎０９２-６４３-６００１Ⓕ０９２-６４３-６００３
　　https://www.fayd.jp/

２０１９福岡県民
さわやかマラソン大会

問

表彰式
〈日程〉１１月１０日（日）※第２７回
ふくおか県民文化祭２０１９記念
式典において表彰
〈場所〉みやこ町総合文化センター
（みやこ町勝山黒田）

作品展示（県内５カ所）
〈日程・場所〉
①１１月９日（土）～１０日（日）
みやこ町勝山体育館（みやこ町勝
山上田）※ただし、入賞および佳作
作品のみ展示
②１１月１２日（火）～１７日（日）
田川市美術館（田川市新町）
③１１月１９日（火）～２９日（金）
福岡県庁（福岡市博多区東公園）
④１２月３日（火）～８日（日）
九州芸文館（筑後市津島）
⑤１２月１０日（火）～１５日（日）
北九州市立美術館黒崎市民ギャラ
リー（北九州市八幡西区黒崎）
※②～⑤の会場では、応募された
全ての作品を展示する予定です
　文化振興課
☎０９２-６４３-３３８３Ⓕ０９２-６４３-３３４７
　　http://www.kenbunsai-fukuoka.jp/

催　し催　し ２０１９ふくおか県
障がい児者美術展

問

HP

県HP

問申

http://www.no-drugs-fukuoka.jp/

検索ほいく福岡

ほ いく福 岡
求職登録 募集中！

検索福岡県警　ニセ電話

電話でお金はすべて詐欺！
すぐに相談・１１０番！

ニセ電話詐欺に注意

救急車の利用や最寄りの医療機関についてアドバイスします。

24
時
間
受
付

年
中
無
休

働きたい保育士さんの就業支援サイト
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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。
　　感想

ふくおか電子申請  プレゼントコーナー 検索

秋王
１箱（3玉程度）を５人にプレゼントします

　県が育成した、種がほとんどない甘柿
の「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

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２問に対する
回答をご記入の上、9月30日までに下のいずれかの方法でご応募ください。

●テレビ番組
TVQ「飛び出せ！サークル“ふくおか研”」
　毎週土曜日放送 20時54分～21時
RKB「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・木曜日放送 9時35分～9時40分

●福岡県ホームページ
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

●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！

●新聞「福岡県からのお知らせ」
偶数月の第3日曜日の新聞に掲載

●広報誌「グラフふくおか」
3・6・9・12月のそれぞれ20日発行

●LINE公式アカウント
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザーID…@pref_fukuoka

●Twitter
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka

●広報紙配信アプリ「マチイロ」
「福岡県だより」をスマホで！
ダウンロードはこちらから▶

は が き

ファ ク ス
電子申請
電子メール

：〒812-8577（住所の記入は不要です）（９月３０日（消印有効））
 県民情報広報課「福岡県だより９月号」プレゼント担当
：092-632-5331
：ふくおか電子申請サービス
：kouhou@pref.fukuoka.lg.jp

スマートフォン版はこちらから▶

福岡県の広報活動

プレゼントコーナープレゼントコーナー

※福岡県では収入確保のため、有料広告を掲載しております。なお、広告主および広告内容などについては、県が推奨するものではありません。広告に関するお問い合わせは、株式会社ホープ（０９２-７１６-１４０４）まで。

【申込方法】「ふくおか県政出前講座申込書」に必要事項を記入し、実施希望日の１カ月前までに、次のいずれかの方法で
　　　　　お申し込みください。 ※申込書の様式は、県ホームページに掲載しています。
【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】左記ホームページ県の取り組みなどを職員がお伺いし、ご説明します。

ふくおか県政出前講座

１

２

写真はイメージです

ツイッター

ライン
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ちっご祭と花火大会を統合し、市最大のお祭りに。昼は
ステージイベント、夜は８０００発の花火が見どころです。
県営筑後広域公園芝生広場一帯（筑後市尾島262）
ちっご祭実行委員会(筑後市商工観光課)
☎0942-65-7024　ファクス0942-53-4234

●県庁代表 ☎092-651-1111　●県民情報広報課 ☎092-643-3102　ファクス092-632-5331
検索福岡県の広報活動

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。

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） 「福岡県だより」は県ホームページでも閲覧できます。

「福岡県だより」の録音版・点字版の送付をご希望される人は県民情報広報課までご連絡ください。

場
問

筑後市
1

1

2

3

4
６

７

５

8

9

10

11

ちっご祭 ～恋のくに花火大会～2019
9月22日(日)

市内で活躍する団体などが日頃の活動を紹介します。テー
マも学びから食まで多岐にわたる秋の一大イベントです。
大野城市役所周辺(大野城市曙町2-2-1）
大野城市コミュニティ文化課
☎092-580-1910　ファクス092-573-7791

場
問

７ まどかフェスティバル
11月2日(土)～３日(日・祝)

明治から昭和にかけてフランス画壇で活躍した、朝倉出
身の洋画家「萩谷巌」。人気の高い「薔薇」などを公開します。
朝倉市秋月博物館（朝倉市秋月野鳥532）
朝倉市秋月博物館
☎/ファクス0946-25-0405

場
問

町内外の多数のパン屋さんが出店。川崎町の食材を使った
オリジナルパンも楽しめ、皆さんのお腹と心を満たします。
川崎町民会館・中央体育館・役場駐車場周辺（川崎町田原804）
川崎町商工観光課
☎0947-72-3000（内線226）　ファクス0947-72-3416

場
問

かわさきパン博2019
10月6日(日)

神幸祭大祭（苅田山笠）
10月6日(日)

９月末から始まる「苅田山笠」の最後を飾る大祭。４ト
ンを超す山車がぶつかり合う「突き当て」は圧巻です。
苅田町役場駐車場（苅田町富久町1-19-1 ）
苅田山笠実行委員会（苅田町観光協会）
☎093-434-5560　ファクス093-434-5561

場
問

3
メインイベントの「炭坑節総踊り」では、「炭坑節発祥の
地・たがわ」の本場の炭坑節が体験できます。
石炭記念公園（田川市伊田2734-1）
田川市たがわ魅力向上課
☎0947-85-7147　ファクス0947-46-0124

場
問

8

場
問

4
郷土料理「磐井鍋」の出店や古代の踊り「智徳風流の舞」
の披露、勾玉づくりなど子どもも楽しめる祭典です。
石人山・弘化谷古墳公園（広川町一條1436-2）
ひろかわ古墳まつり実行委員会（広川町観光協会）
☎0943-32-5555　ファクス0943-32-5556

場
問

ひろかわ古墳まつり
11月10日(日)

筑豊名物が集まったフードコーナーや仮装行列など、
笑顔の絶えない企画が盛りだくさんです。
飯塚市中心商店街界隈（飯塚市飯塚）
筑前の國いいづか街道まつり協賛会事務局(飯塚観光協会) 
☎0948‐22‐3511　ファクス0948‐22‐2528

場
問

飯塚市
６ 筑前の國いいづか街道まつり

10月27日(日)

北九州港開港１３０周年を記念して、マルシェや各種
船舶の一般公開などのイベントを開催します。

北九州市クルーズ・交流課
☎093-321-5939　ファクス093-321-5915

場

問

10 北九州港開港130周年記念事業
11月16日(土)～17日(日)

市内の食品関連企業が集う市最大のお祭り。今回は創業
１００周年のニビシ醤油株式会社と共同で開催します。
ニビシ醤油株式会社（古賀市駅東3-2-1）
古賀市商工政策課
☎092-942-1176　ファクス092-942-3758

場
問

古賀市
11 まつり古賀

11月17日(日)

福岡県だより 通巻133号

2

9
広川町広川町

田川市田川市

※荒天時9月23日(月・祝)

※小雨決行、荒天中止

まがたま

いわい ちとくふりゅう

せきじんさん こうかだに

じんこうさい

キャラクターショーやゲームなど楽しい企画が満載。隣接の
遠賀川河川敷では約５００万本のコスモスが咲き誇ります。
みどりんぱぁーく（水巻町猪熊1-500-1）
水巻町産業環境課 
☎093-201-4321　ファクス093-201-4423

水巻町
５ 水巻町コスモスまつり

10月26日(土)～27日(日)

❸神幸祭大祭（苅田山笠）（苅田町）❸神幸祭大祭（苅田山笠）（苅田町）

※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。

　　 場所　  問い合わせ場 問

朝倉市朝倉市

苅田町苅田町

川崎町川崎町

北九州市北九州市

大野城市大野城市

❾ひろかわ古墳まつり（広川町）❾ひろかわ古墳まつり（広川町）

朝倉市秋月博物館開館2周年記念特別展
「没後40年　萩谷 巌(はぎのや いわお)」

旧大連航路上屋（北九州市門司区西海岸1-3-5）
関門海峡ミュージアム前芝生広場（北九州市門司区西海岸1-3-3）

10月5日(土)～12月8日(日)

TAGAWAコールマイン・フェスティバル
～炭坑節まつり～
11月2日(土)～3日(日・祝)

お
ク
で
リ
か
ッ
け
プ
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