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キャラクターデザイナー  谷口  亮 （たにぐち りょう）

昭和４９年生まれ、福岡市出身。イラストレーターの父親の
影響で、幼少期から絵を描き始める。かわいらしい二頭身の
キャラクターに定評がある。東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックの公式マスコットの生みの親として注目されている。

福岡県知事  小川  洋 （おがわ ひろし）

昭和２４年生まれ、福岡市出身。京都大学法学部卒業。
昭和４８年に通商産業省（現 経済産業省）に入省。産
業技術環境局長、特許庁長官、内閣広報官を歴任。平
成２３年４月に福岡県知事就任。現在３期目。

特 別 対 談
福岡県知事

小川  洋
　福岡県では、スポーツの力で県民生活と地域をより元気にする「スポーツ立県福岡」の実現を目指し、
年齢、性別、障がいの有無にかかわらず誰もがスポーツに参加できる環境の整備、選手の育成、大規模国
際大会の誘致、スポーツの国際交流などに取り組んでいます。
　今年は、いよいよ東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。
　開幕に向けて気運が高まる中、小川知事は大会マスコットをデザインした谷口亮さんと対談し、マス
コットに込めた思いや地元福岡県での創作活動、そしてそれぞれの立場から大会を盛り上げていくこと
について語り合いました。

キャラクターデザイナー

谷口  亮さん

知事：大会マスコットに福岡県出身の谷口さんのデザ
インが選ばれたことが大変うれしく、喜んでいます。県
民の皆さんも、大会をより身近なものに感じるきっか
けになったと思います。
谷口亮さん（以下、谷口）：ありがとうございます。喜んで
いただき、また、地元福岡県のためになれたらうれし
いです。
知事：谷口さんがこの道に進まれたきっかけは何ですか？
谷口：父がイラストレーターだったことが大きいです。
子どもの頃、私の絵を褒めちぎる父親でした。絵の道
へ進むと決めて以来、全く褒めてくれなくなりました
が、マスコットの決定は素直に喜んでくれました。
知事：同じ道の先輩として、親として、温かく導いてくだ
さったんでしょうね。大会史上初めて、小学生の投票で
選ばれたマスコット。このデザインはどうやって生まれ
たのですか？
谷口：大会エンブレムに使われている市松模様を取り入れ
た方が良いと、はじめから考えていました。そんな中、大濠
公園を自転車で走っているときに、兜の部分を工夫すれば
市松模様になるとひらめいたんです。それがミライトワの
原型で、後はほんの少し手を加えただけでした。ソメイティ

の方は日本の自然の代表として桜をモチーフにしました。
ミライトワは「伝統文化」、ソメイティは「自然」を、それぞれ
「近未来」と掛け合わせたイメージです。

知事：谷口さんはずっと地元福岡県で活動しておられま
すが。
谷口：そうですね。何より自分が育った街で大好きですか
ら。また、私の仕事はメールと電話があれば、どこにいて
もできます。東京など県外に住むメリットを感じません。
割と簡単に知り合いと誘い合って集まることができ、
ウェブデザイナーやアニメーターなどさまざまな業種の
人とも情報交換ができるのが良いですね。ただ、一つ言う
なら、地元の企業に、もっともっと地元のデザイナーやク
リエイターの発想を取り入れていただきたい。デザイン
などの地産地消ができれば、地元で人材が育ち、私のよう
に地元に住み続け、東京に出て行かなくて済みますから。
知事：県では、デザインを活用したものづくり、その販路
拡大を支援するため、毎年「福岡デザインアワード」を開
催し、優れた商品を表彰しています。皆さん、受賞を契機
に、より市場に受け入れられる商品の開発と改良に頑
張っています。例えば、ワインボトルを彩る「博多水引」
のボトルリボンは、受賞後、受注増につながるなど高い
評価を得ています。

谷口：商品とデザイン。とても良い取り組みですね。ぜひ、
地域で頑張っているデザイナーに光を当てていただきた
いです。
知事：受賞によって商品が注目されると、そのデザイナー
の知名度も向上し、張りも出てきます。ここ福岡県から新
たなヒット商品が一つでも多く生まれるように、これか
らも制度を充実させていきます。

知事：大会開催まで約７カ月。主に東京で実施されます
が、日本で開催される大会として、多くの国民が関わり、
盛り上がるものにしていきたいと考えています。５月、本
県でも聖火リレーが実施され、聖火ランナーが県内を走
ります。多くの県民の皆さんに大会が近づいていること
を実感していただきたいと思います。この他、さまざま
な形で大会に参画する取り組みが行われており、例えば、
選手村の交流施設「ビレッジプラザ」の柱や梁などに全
国６３自治体から木材が提供され、本県からは東峰村の
スギ材が使用されます。
谷口：本当に楽しみですね。スポーツはもちろん、文化
の面でも盛り上がればいいと思います。特に、伝統工芸
品が大会公式ライセンス商品として販売されるので、
海外に日本文化を発信する大きなチャンスです。久留米
の籃胎漆器もライセンス商品になっていますね。
知事：はい。このチャンスを生かしたいと思います。また、
県では、事前キャンプの誘致にも力を入れてきました。現

在、２８の国・地域が県内で事前キャンプを行う予定であ
り、開催地東京都に次ぐ全国２番目の多さです。既に誘致
国との交流が始まっている市町もあります。選手や関係
者に八女茶を振る舞うなど県産品のＰＲも行っています。
今年は、久留米に、あのリオオリンピックでメダル１３個
を獲得したケニアの陸上チームもやってきます。
谷口：全国２番目とはすごい。事前キャンプで世界のトッ
プアスリートの姿に直接触れることで、元気と感動を、特
に子どもたちは夢や希望をもらえると思います。また、交
流を通じて県のさまざまな魅力も大いに海外に発信し
ていけたらいいですね。
知事：昨年のラグビーワールドカップ、日本代表の活躍に
より、代表チームと日本中が「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」になりまし
た。本県ゆかりの４選手、福岡選手、流選手、トゥポウ選手、
ムーア選手もチームの勝利に大きく貢献しました。試合会
場となった博多の森球技場はもとより、福岡県内に欧米
を中心とした外国人の方々に数多くお越しいただけたの
は、本当に良かった。今年のオリンピック・パラリンピック
でも、海外から多くの方々に来ていただきたいと思いま
す。そして、女子柔道の素根輝選手、女子マラソン視覚障
がいクラスの道下美里選手をはじめ本県ゆかりの選手
の活躍を県民の皆さんとともに力強く応援していきた
いと思います。谷口さんも一緒に大会を盛り上げていき
ましょう。
谷口：私もマスコットの生みの親として、日本全体で盛り
上がるよう協力していきたいと思います。
知事：最後に、新年ですから子どもたちに向けてメッセー
ジをお願いします。
谷口：続けることが力になる、そして、チャンスがあれば
チャレンジすることが大事です。今回のマスコットもそう
でしたが、目に付いた公募にはいつも作品を出してきま
した。「まかぬ種は生えぬ」です。
知事：継続、そしてチャレンジが、今回のマスコット決定に
つながったんですね。谷口さんの今後ますますのご活躍
を大いに期待しています。

大会マスコット
「ミライトワ」「ソメイティ」

福岡県での創作活動

かぶと

02 FUKUOKA   PR EFEC T UR E  NEWS



知事：大会マスコットに福岡県出身の谷口さんのデザ
インが選ばれたことが大変うれしく、喜んでいます。県
民の皆さんも、大会をより身近なものに感じるきっか
けになったと思います。
谷口亮さん（以下、谷口）：ありがとうございます。喜んで
いただき、また、地元福岡県のためになれたらうれし
いです。
知事：谷口さんがこの道に進まれたきっかけは何ですか？
谷口：父がイラストレーターだったことが大きいです。
子どもの頃、私の絵を褒めちぎる父親でした。絵の道
へ進むと決めて以来、全く褒めてくれなくなりました
が、マスコットの決定は素直に喜んでくれました。
知事：同じ道の先輩として、親として、温かく導いてくだ
さったんでしょうね。大会史上初めて、小学生の投票で
選ばれたマスコット。このデザインはどうやって生まれ
たのですか？
谷口：大会エンブレムに使われている市松模様を取り入れ
た方が良いと、はじめから考えていました。そんな中、大濠
公園を自転車で走っているときに、兜の部分を工夫すれば
市松模様になるとひらめいたんです。それがミライトワの
原型で、後はほんの少し手を加えただけでした。ソメイティ

の方は日本の自然の代表として桜をモチーフにしました。
ミライトワは「伝統文化」、ソメイティは「自然」を、それぞれ
「近未来」と掛け合わせたイメージです。

知事：谷口さんはずっと地元福岡県で活動しておられま
すが。
谷口：そうですね。何より自分が育った街で大好きですか
ら。また、私の仕事はメールと電話があれば、どこにいて
もできます。東京など県外に住むメリットを感じません。
割と簡単に知り合いと誘い合って集まることができ、
ウェブデザイナーやアニメーターなどさまざまな業種の
人とも情報交換ができるのが良いですね。ただ、一つ言う
なら、地元の企業に、もっともっと地元のデザイナーやク
リエイターの発想を取り入れていただきたい。デザイン
などの地産地消ができれば、地元で人材が育ち、私のよう
に地元に住み続け、東京に出て行かなくて済みますから。
知事：県では、デザインを活用したものづくり、その販路
拡大を支援するため、毎年「福岡デザインアワード」を開
催し、優れた商品を表彰しています。皆さん、受賞を契機
に、より市場に受け入れられる商品の開発と改良に頑
張っています。例えば、ワインボトルを彩る「博多水引」
のボトルリボンは、受賞後、受注増につながるなど高い
評価を得ています。

谷口：商品とデザイン。とても良い取り組みですね。ぜひ、
地域で頑張っているデザイナーに光を当てていただきた
いです。
知事：受賞によって商品が注目されると、そのデザイナー
の知名度も向上し、張りも出てきます。ここ福岡県から新
たなヒット商品が一つでも多く生まれるように、これか
らも制度を充実させていきます。

知事：大会開催まで約７カ月。主に東京で実施されます
が、日本で開催される大会として、多くの国民が関わり、
盛り上がるものにしていきたいと考えています。５月、本
県でも聖火リレーが実施され、聖火ランナーが県内を走
ります。多くの県民の皆さんに大会が近づいていること
を実感していただきたいと思います。この他、さまざま
な形で大会に参画する取り組みが行われており、例えば、
選手村の交流施設「ビレッジプラザ」の柱や梁などに全
国６３自治体から木材が提供され、本県からは東峰村の
スギ材が使用されます。
谷口：本当に楽しみですね。スポーツはもちろん、文化
の面でも盛り上がればいいと思います。特に、伝統工芸
品が大会公式ライセンス商品として販売されるので、
海外に日本文化を発信する大きなチャンスです。久留米
の籃胎漆器もライセンス商品になっていますね。
知事：はい。このチャンスを生かしたいと思います。また、
県では、事前キャンプの誘致にも力を入れてきました。現

在、２８の国・地域が県内で事前キャンプを行う予定であ
り、開催地東京都に次ぐ全国２番目の多さです。既に誘致
国との交流が始まっている市町もあります。選手や関係
者に八女茶を振る舞うなど県産品のＰＲも行っています。
今年は、久留米に、あのリオオリンピックでメダル１３個
を獲得したケニアの陸上チームもやってきます。
谷口：全国２番目とはすごい。事前キャンプで世界のトッ
プアスリートの姿に直接触れることで、元気と感動を、特
に子どもたちは夢や希望をもらえると思います。また、交
流を通じて県のさまざまな魅力も大いに海外に発信し
ていけたらいいですね。
知事：昨年のラグビーワールドカップ、日本代表の活躍に
より、代表チームと日本中が「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」になりまし
た。本県ゆかりの４選手、福岡選手、流選手、トゥポウ選手、
ムーア選手もチームの勝利に大きく貢献しました。試合会
場となった博多の森球技場はもとより、福岡県内に欧米
を中心とした外国人の方々に数多くお越しいただけたの
は、本当に良かった。今年のオリンピック・パラリンピック
でも、海外から多くの方々に来ていただきたいと思いま
す。そして、女子柔道の素根輝選手、女子マラソン視覚障
がいクラスの道下美里選手をはじめ本県ゆかりの選手
の活躍を県民の皆さんとともに力強く応援していきた
いと思います。谷口さんも一緒に大会を盛り上げていき
ましょう。
谷口：私もマスコットの生みの親として、日本全体で盛り
上がるよう協力していきたいと思います。
知事：最後に、新年ですから子どもたちに向けてメッセー
ジをお願いします。
谷口：続けることが力になる、そして、チャンスがあれば
チャレンジすることが大事です。今回のマスコットもそう
でしたが、目に付いた公募にはいつも作品を出してきま
した。「まかぬ種は生えぬ」です。
知事：継続、そしてチャレンジが、今回のマスコット決定に
つながったんですね。谷口さんの今後ますますのご活躍
を大いに期待しています。

大会をともに盛り上げていく

（写真左）昨年の福岡デザインアワードのノミネート商品
「狐火袢天」（宮田織物）を着ていただきました。
「スタイリッシュなデザインがいいですね」と谷口さん

はり

らんたい しっき

そ  ね あきら

みちした みさと

きつねび はんてん
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宿泊税って何？

宿泊税の仕組み

宿泊税は何に使われるの？

令和２年４月１日から宿泊税を課税します
　令和元年７月１２日、「福岡県宿泊税条例」が福岡県議会で可決・成立しました。本条例の成立に伴い、県では、
令和２年４月１日の宿泊分から、宿泊税を課税します。

　県では、観光を重要な産業と位置付け、県内の観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実、その他の観光の振
興を図る施策を安定的かつ継続的に進めていきます。そのために、県独自の財源として導入するものです。

●納めていただく方（納税義務者）
　県内に所在する旅館・ホテル・簡易宿所・民泊（特区民泊を含む）への宿泊者 （宿泊料金と一緒に、宿泊施設にお支払いいただきます）
●納めていただく額（納税額）
　宿泊者１人１泊につき２００円 ※福岡市内の宿泊で、宿泊料２万円以上の場合は５００円

●徴収・納入方法
　宿泊施設の経営者は、原則として、毎月、県に宿泊税を申告・納入していただきます。
　北九州市、福岡市の宿泊施設については、宿泊事業者の負担軽減を図るため、両市が県税分も併せて徴収します。

●県が主体的に行う施策
　広域的な観点からの観光振興施策、観光地づくりの核
となる組織体制の強化を進めます。
　＜事業イメージ＞
　・バリアフリー化などの宿泊施設改修支援
　・体験プログラムを組み込んだ外国人観光客向け広域
　  的旅行商品モデルの開発支援
　・観光産業の人材育成支援　など
●市町村への財政的支援
　市町村が創意工夫を凝らした観光施策を実施できる交
付金を交付します（宿泊税を課す市町村を除く）。
　＜事業イメージ＞
　・自然・歴史・文化などの地域資源を活用した新たな観
　  光資源開発
　・観光案内所・観光スポットの受入環境整備　など 福岡県　宿泊税 検索詳しくは

太宰府天満宮
（福岡地域：太宰府市）

小倉城
（北九州地域：北九州市）

嘉穂劇場
（筑豊地域：飯塚市）

柳川 川下り
（筑後地域：柳川市）

宿泊料金
宿 泊 税

領収書

❶ 経営申告書（施設情報などの申告）

❷ 宿泊税を払い込むための納入申告書などの送付

❸ 税の申告および納入（毎月末日締め  翌月申告）

※令和２年１月下旬頃に提出いただくことを予定しています。
福
岡
県

宿
泊
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

　
宿
泊
施
設

宿泊施設の所在地
納　税　額

うち県税 うち市税

北九州市、福岡市以外の市町村

北九州市

福岡市
宿泊料２万円未満

宿泊料２万円以上

２００円

２００円

５０円

５０円

１５０円

４５０円５００円

問い合わせ：宿泊税の仕組みに関すること…税　務　課　☎０９２-６４３-３０６５　ファクス０９２-６４３-３０６９
　　　　　 宿泊税の使い道に関すること…観光政策課　☎０９２-６４３-３４１９　ファクス０９２-６４３-３４３１
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「子育て応援パスポート」って何？ アプリ利用の流れ

アプリで何ができるの？

センター利用の流れ（利用無料）

高齢者の皆さんの「活躍したい」を応援します！
　県では、「職場や地域で活躍したい」「社会のために役に立ちたい」という皆さんの思いを応援するため、「福岡
県７０歳現役応援センター」を県内４カ所に設置し、就業や社会参加を支援しています。ライフスタイルに合わせて
働きたい方、NPOやボランティア活動に参加したい方などお気軽にご相談ください。

　県では、子育て家庭を対象とした「パスポートサービス」を提供している「子育て応援の店」を、
現在地から簡単に探すことができる「地図アプリ」を作成しました！
　「パスポートサービス」提供店で、「子育て応援パスポート」（右図）を提示すると、商品の割引や
粗品のプレゼントなど、限定サービスを受けることができます。

　　　企業の担当者から直接話を聞ける合同説明会を開催します！

●高齢者のためのしごと・ボランティア合同説明会（北九州地区）
　日時：令和２年２月２０日（木）　１３時～１５時３０分
　場所：北九州市立商工貿易会館（北九州市小倉北区古船場町）

●アクティブシニアしごと合同説明会
　日時：令和２年３月７日（土）１２時～１５時
　場所：福岡国際会議場（福岡市博多区石城町）

　１８歳未満の子どもがいる子育て家庭を対象に発行
しているパスポートです。「パスポートサービス」を提供
するお店で提示すると、登録者限定のサービスを受け
られます。
※サービスの内容は登録店舗で異なります

　・現在地から「パスポートサービス」の
    お店を検索
　・ジャンル・エリア・サービスからお店
    を検索
　・「お気に入り」登録機能
　・パスポートの登録・表示

センター主催の合同説明会がきっかけ！
　私は６４歳まで高速道路関連の会社で働いて
いました。センター主催の合同説明会に参加して、
関心があった地下鉄駅務員の企業ブースで話を
聞き、働きたいと思いました。いろいろと心配も
ありましたが、センター担当者が詳しく仕事の内
容や働き方を話してくれて、不安は解消しました。
　現在は、仕事にも慣れ、充実した日々を過ごし
ています。

福岡オフィス
北九州オフィス
久留米オフィス
飯塚オフィス

☎０９２‐４３２‐２５７７　ファクス０９２‐４３２‐２５１３
☎０９３‐５１３‐８１８８　ファクス０９３‐５１３‐８１９０
☎０９４２‐３６‐８３５５　ファクス０９４２‐３６‐８３５６
☎０９４８‐２１‐６０３２　ファクス０９４８‐２１‐６０３３

日本通運株式会社
地下鉄駅務員
矢羽田　芳夫さん
（６５歳）

７０歳センター 検索詳しくは

子育て応援の店 検索詳しくは

Topic 参加無料
予約不要

利用方法やサービス内容を案内

アプリをダウン
ロード
（下記参照）

Android
Google Play

iPhone
App Store

トップ画面の「新規
登録」から必要事
項を入力

画面右下の「パスポート」から
パスポートを表示し、その画像
をお店で提示

❶
受付・
利用案内

専門相談員による丁寧な個別相談
❷

利用登録・
相談

就業などに関する情報提供や履歴書の
作成指導、職業紹介（面接同行）

❸
情報提供・
職業紹介

アプリのダウンロードは
こちらから

❷❶ ❸

問い合わせ：新雇用開発課　☎０９２-６４３-３５９３　ファクス０９２-６４３-３６１９

問い合わせ：福岡県「子育て応援の店」事務局　☎０９２-７６１-４３２２　ファクス０９２-７５１-８８３１
　    　  　  子 育 て 支 援 課　　　　　　　☎０９２-６４３-３３１１　ファクス０９２-６４３-３２６０

各地域の窓口各地域の窓口

利用者の声利用者の声

「子育て応援パスポートアプリ」の配信がスタート！
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問

　アジア初の開催となったラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ日本大会は、日本中に感動の嵐を巻き起こしました。
　福岡会場で行われたイタリア対カナダなどの３試合は、いずれもほぼ満員で海外からも多くの人が訪れました。
また、ＪＲ博多駅前のファンゾー
ンや県内各地のパブリック
ビューイング会場でも本県ゆか
りの福岡堅樹、流大、ジェームス・
ムーア、ウィリアム・トゥポウの４
選手ら日本代表選手や他国の
代表チームへの声援が響き渡り
ました。なお、県では、４選手の
功績をたたえるため、知事感謝
状を贈呈することとしました。

行政経営企画課
☎０９２-６４３-３０２７　ファクス０９２-６４３-３０３２

問

　１０月６日、「天皇陛下御即位奉祝福岡県民の集い」を
福岡市で開催しました。
　天皇陛下御即位福岡県奉祝委員会の名誉会長である
小川知事は、昨年９月、天皇皇后両陛下に皇太子同妃両
殿下としてご来県を賜った際、障がいのある子どもたち
に対し、優しくお声を掛けていただいたり、九州北部豪雨
で被災された方一人一
人の話にお耳を傾けら
れ、お心のこもった励
ましのお言葉を賜った
エピソードに触れ、祝
意を表しました。

新産業振興課
☎０９２-６４３-３４５３　ファクス０９２-６４３-３４２１

問

　福岡県バイオ産業拠点推進会議では、「創薬」と「食
品」を柱に、企業などの研究開発の促進や機能性表示
食品の開発支援を行っています。
　今般、本県のブランド鶏「はかた地どり」の胸肉が、生
鮮肉類では初めて、加齢により衰えがちな認知機能の
一部をサポートする効果
があるとして、消費者庁
の機能性表示食品に認
められました。おいしく、
健康維持にも役立つ「は
かた地どり」を皆さんも
ぜひご賞味ください。

道路維持課
☎０９２-６４３-３６５５　ファクス０９２-６４３-３６５８

　県では、年代別の就職支援センターを設置し、就職
相談や企業との出会いの場の提供など、きめ細かな就
職支援を行っています。１０月９日、アクロス福岡で、令
和２年３月大学等卒業予定者および３年以内既卒者、
４０代前半までの求職者を対象に「大学等合同会社説
明会」を開催しま
した。地元企業
１００社が参加し、
多くの学生や求
職者が熱心に求
人情報の収集な
どを行いました。

問

　１１月１７日、県道直方北九州自転車道線の犬鳴川
渡河橋を含む９００メートルの区間が完成し、直方市
役所河川敷広場から芦屋町までの区間をつなぐサイ
クリングコースが開通しました。
　開通式典に合わせて、家族連れや気の合う仲間な
どで気軽にサイクリングを楽しむイベント「リバーサ
イドポタリング遠賀
川 ｉｎ 直方」が開催さ
れ、多くの参加者が
思い思いのペースで
快適なサイクリング
を楽しみました。

いぬなきがわ

と か きょ う

ふくおか けんき ながれゆたか

労働政策課
☎０９２-６４３-３５９２　ファクス０９２-６４３-３５８８

問

©JRFU

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

感動をありがとう！ ～ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会～

「はかた地どり（胸肉）」が機能性表示食品に！

地元企業100社が参加！大学等合同会社説明会 直方市から芦屋町までをつなぐサイクリングコース開通！

天皇陛下の御即位をお祝いしました

フラッシュ県 政
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　　　　　　すき焼きといえ
ば一般的には牛肉ですが、古
賀市やその近隣の地域では、
鶏肉のすきやき「鶏すき」が定
番。江戸時代、福岡藩で養鶏が
盛んだったことに端を発する
そうで、古賀では鶏を「にわや
さい」（庭を動き回る野菜）と
呼ぶほど身近な存在だったと
のこと。鶏すきはレバーなどの
内臓も丸ごと使用し、大切な命
に感謝を込めていただきます。
　作り方は簡単！鉄鍋に砂糖を敷き詰めて鶏肉をのせ、
あめ色になるまでいったらしょうゆを回し入れ、冬は
白菜やサツマイモ、夏はナスやオクラなど旬の野菜を
どっさりと加えます。欠かせない具材はゴボウ。香りと
シャキシャキの歯応えが鶏肉と絶妙にマッチします。
甘辛い煮汁に絡むそうめんは、締めに最高です。
　この鶏すきを地域おこしの起爆剤にしたいと平成
２５年に発足したのが「九州鶏すき学会」です。鶏すき

を扱う店舗の拡大に尽力し、イ
ベントなどを通じて鶏すきの
魅力を発信しています。活動の
かいあって「古賀市といえば
鶏すきだよね」という人も増
えてきているのだそう。「もつ
鍋、水炊きに続く郷土の鍋とし
て広めていければ」と中野晃
学長は話します。
　古賀市が誇る最高のおもて
なし、鶏すきを皆さんもぜひ
召し上がってみてください。

最高のおもてなし「鶏すき」
とり

合格祈願の新スポット

落ちない岩

●古賀市●

　赤村と添田町の境にある岩石山に、「落ちない岩」と呼ばれ
る巨岩があるのをご存じですか？
　岩石山は、古くは修験の山でしたが、平成２２年に村の観光
開発の一環で看板やベンチが設置されました。「落ちない岩」
がある登山ルートは、山頂まで片道約２時間。手軽なハイキン
グコースです。３合目付近の「落ちない岩」には約１５分で到
着します。
　いつからここにあるかも分からないこの岩は、地元の観
光情報誌が「落ちない岩」として取り上げたことにより、受験
生の願掛けスポットとして脚光を浴びました。また、SNS映
えする写真が撮れることからも注目を集めています。

　平成３１年４月に村制１３０周年を迎えた赤村。「岩石山
以外にも、旬を迎えた野菜がふんだんに並ぶ赤村特産物
センターやキャンプ、温泉が楽しめる源じいの森など、見
どころはたくさんあります。これをきっかけに、赤村の魅
力を知ってもらえれば」と語るのは、村役場の山野翼さん。
　山登りも旬の野菜も温泉も楽しめる赤村に足を運んで
みてはいかがですか？

問い合わせ:古賀市　農林振興課
☎０９２‐９４２‐１１２０　ファクス０９２‐９４２‐３７５８

×
Do you know Fukuoka?

福岡県
vol.16

知ってる？

問い合わせ:赤村　政策推進室
☎０９４７-６２-３０００　
ファクス０９４７-６２-３００７

なかの あきら

鶏すきで古賀市を盛り上げる九州鶏すき学会の皆さん

出来上がりはこちら。立
ち込めるしょうゆの香
りと具材の彩りが一層
食欲をそそります

がんじゃくさん

ば

やまの つばさ

◀山伏たちの祈りの場とされる岩
石不動明王

▶

登山道の入口。８合目付近には、
日の出を拝めるスポットも

巨岩ファン必見！岩と岩の間に絶妙にはまった「落ちない岩」

ルートマップは
こちら▶

おにおうそう

旅館 鬼王荘の鶏すき。甘辛く味が染みた鶏肉を卵に絡めていただきます
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　満２０歳以上の定時制課程への
入学希望者は、特例措置として、学
力検査を行わず作文に代えること
ができます。
〈受験資格〉高校入学資格がある満
２０歳以上の人（令和２年４月１日現在）
〈試験日〉令和２年３月１０日（火）・１１日（水）
〈選抜方法〉作文
〈願書配布場所・試験会場〉各志願
先の高校
〈願書受付期間〉令和２年２月１３日
（木）～２０日（木）（最終日は正午まで）
※一部当該特例措置のない学校や
面接を行う学校があります
　高校教育課
☎０９２-６４３-３９０４Ⓕ０９２-６４３-３９０６
または各志願先の高校

試　験試　験
県立高校定時制課程入試

（特例措置）

　ヒートショックは、暖かい部屋か
ら寒い浴室に移動したときなど、急
激な温度の変化により、血圧が大き
く変動することなどが原因で起こり、
死に至ることもあります。高齢者は
特に注意が必要です。

　健康増進課
☎０９２‐６４３‐３２７０Ⓕ０９２‐６４３‐３２７１

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

　令和２年４月から新たに会計年
度任用職員制度が創設されます。県
では、会計年度任用職員として県で
働くことを希望する人を募集します。
１２月下旬から登録を開始し、登録
された人の中から、書類審査や面接
により採用を決定します。申し込み
方法など詳しくは、県ホームページ
をご覧ください。
　人事課
☎０９２‐６４３‐３０３７Ⓕ０９２-６４３-３０４３

情報のひろば情報のひろば
会計年度任用職員の
登録希望者募集

☎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

　電話で親族や警察官を名乗り、現
金やキャッシュカードをだまし取る
ニセ電話詐欺が多発しています。着
信時に相手に警告メッセージを流す
「事前警告」や「着信拒否」などの被
害防止に効果的な機能が付いた電
話機（通称「まっ太フォン」）を導入し
ましょう。
　「まっ太フォン」はお近くの家電販
売店などで購入できます。
　県警察本部生活安全総務課
☎０９２‐６４１‐４１４１Ⓕ０９２‐６４３‐２１６３
　　https://www.police.pref.fukuoka.jp

まっ太フォンで
ニセ電話詐欺を防止！

問

　県では、マイナンバーを扱う事務
の情報管理のあり方について、評価
書（案）を作成しており、皆さまのご
意見を募集しています。
　お寄せいただいたご意見は評価
書を作成する上での参考とさせてい
ただきます。詳しい内容は県ホーム
ページをご覧ください。
〈募集期間〉１２月１８日（水）～令和
２年１月２１日（火）
〈対象事務〉①県税の賦課徴収に関
する事務②住民基本台帳ネットワー
クシステムに関する事務
　①税務課
☎０９２‐６４３‐3068Ⓕ０９２-６４３-3051
②市町村支援課
☎092-643-3072Ⓕ092-643-3078

マイナンバーを扱う事務
についての意見募集 県HP

お知らせお知らせ

　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。特に、屋外に露出している水道
管や給湯配管・メーターボックスなど
には注意が必要です。平成２８年の大
寒波では、福岡県内で断水被害が約
２２万戸も発生しました。水道管に保
温材や布などを巻いて保温するなど
冬支度をして、寒さに備えましょう。
　水道整備室
☎０９２‐６４３‐３３７６Ⓕ０９２‐６４３‐３２０７

水道管にも冬支度を！

問

県HP

性犯罪にご注意ください

問

問

問

　政治家が選挙区内の人にお金や物
を贈ること、有権者が寄付を求める
ことは法律で禁止されています。お年
賀、結婚や卒業のお祝い、病気のお見
舞い、お歳暮も禁止の対象です。寄付
の禁止のルールを守って明るくきれ
いな選挙を実現しましょう。
　選挙管理委員会
☎０９２‐６４３‐３０７７Ⓕ０９２‐６４３‐３０７８
　　http://www.soumu.go.jp/senkyo/
senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

贈らない！求めない！
受け取らない！

問

HP

問

問

ヒートショックにご用心
県HP県HP

〈応募方法〉「テーマ」「テーマの説明」
「郵便番号、住所、電話番号、氏名、年
齢、職業（学校名、学年）」を明記の上、
はがき、ファクス、電子メールで応募
〈応募締切〉令和２年１月３１日(金)必着
　文化振興課
☎０９２-６４３-３３８３Ⓕ０９２-６４３-３３４７
　　http://www.kenbunsai-fukuoka.jp

第２８回ふくおか県民文化祭２０２０
開催テーマ募集

〈応募資格〉東京近郊の大学などに
初めて入学する（見込み可）学生で、
保護者が福岡県内に居住し、生活の
本拠を有する人
〈募集予定人数〉男子３６人、女子１２人
※洋室・１人部屋
〈所在地〉神奈川県横浜市青葉区荏田西1-14-2
〈負担経費〉
入館費：５万円（２年間分）
館費：月額５万円（朝･夕食費込み）
※別途電気使用料などの負担あり
〈入館期間〉令和２年４月１日から２年間
〈募集期間〉１２月２５日(水)～令和
２年２月４日(火)
　公益財団法人福岡県教育文化奨学財団
☎０９２-６４１-７３２６Ⓕ０９２-６４１-７５３０
　　http://ecs-pref-fukuoka.or.jp/union/

東京近郊の大学生などのための
学生寮「福岡県学生会館」

新入館生

HP

問

〈予防のポイント〉
①入浴前に脱衣所や浴室を暖める

②お風呂の温度は４１度以下、湯に
　漬かる時間は１０分までを目安に
　する

③浴槽から急に立ち上がらない

④アルコールが抜けるまで、また、
　食後すぐの入浴は控える

⑤入浴の前に同居者に一声掛けて
　見守ってもらう

HP

HP

県HP
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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

石綿健康被害救済法に
基づく給付請求を
受け付けています

　石綿を吸入することにより、中皮
腫や肺がん、石綿肺、びまん性胸膜
肥厚の健康被害を受けられて療養
中の人、これらの疾病に起因して死
亡した人の遺族は、労災保険給付の
対象とならない場合でも、医療費な
どの救済給付を受けられる場合が
あります。
　給付を希望される人は、医師の診
断を受けた上で、お近くの保健所など
の窓口で申請手続きを行ってください。
　環境保全課
☎０９２‐６４３‐３３６０Ⓕ０９２‐６４３‐３３５７
問

県HP

　毎月２５日は、飲酒運転撲滅の日で
す。また、１２月、１月は忘年会や新年会
などで飲酒の機会が増える時期です。
ふらつく車やお酒に酔った様子の人
が車に乗ろうとしているのを見かけ
たら、迷わず１１０番通報してください。

　皆さまの力で飲酒運転をなくしま
しょう。
　県警察本部交通企画課
☎０９２‐６４１‐４１４１Ⓕ０９２‐６４1‐4809
　　https://www.police.pref.fukuoka.jp

飲酒運転を撲滅しましょう

問

HP

〈企画展のテーマ〉
①船原古墳の世界
②炭都・三池「明治日本の産業革命
　遺産」企画展２
③福岡の工芸１　甘木絞り
④太宰府天満宮の境内絵図
―さいふまいりの江戸・明治―

〈期間〉①１２月２１日（土）～令和２年
２月２４日（月・振休）
②③１２月２１日（土）～令和２年１月
２６日（日）
④令和２年１月２９日（水）～３月２２
日（日）
〈時間〉９時３０分～１６時３０分（入
館は１６時まで）
〈場所〉九州歴史資料館（小郡市三沢）
〈観覧料〉一般２１０円、高大生１５０円
※満６５歳以上および中学生以下は
無料
※障がいのある人とその介護者（１人）
は無料
　九州歴史資料館
☎０９４２‐７５‐９５０１Ⓕ０９４２‐７５‐７８３４
　　http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/
kyureki/

九州歴史資料館
冬の企画展

問

　県税、市町税の滞納処分により差
し押さえた家電品や日用品などの財
産を入札や競り売りにより公売します。
〈日時〉令和２年１月１８日（土）
１３時開場
〈場所〉まいピア高田（みやま市高田町）
〈落札の際に必要なもの〉購入代金、
本人確認書類（運転免許証など）、印鑑、
委任状（代理人の場合）※申込不要
　久留米県税事務所
☎０９４２‐３０‐１０２７Ⓕ０９４２‐３２‐３７５１
または税務課
☎０９２‐６４３‐３０４９Ⓕ０９２‐６４３‐３０６９

県・市町合同公売会
（南筑後地区）

催　し催　し

　忘年会や新年会でついつい会話が
弾んで、せっかくのおいしい料理を残
していませんか？
　食べ物を無駄に捨てることは、もっ
たいないだけでなく、ごみの排出量を
増やすなど、環境負荷を増大させてし
まいます。
　宴会などでの食べ残しを削減する
ため、「３０・１０（さんまる・いちまる）
運動」を実施しましょう。

　循環型社会推進課
☎０９２-６４３-３３８１Ⓕ０９２-６４３-３３７７

性犯罪にご注意ください

問

食べ残しをなくそう
３０・１０運動 県HP

［３０・１０運動］
・宴会などの前に食べられる量を
注文する
・乾杯の後３０分は席に着いて料理
を楽しむ
・宴会の終了１０分前には席に戻っ
て、もう一度料理を楽しむ

問

　鍋の季節になりました。野菜に肉
に魚に、具だくさんの鍋で県産農林
水産物を堪能しませんか。
〈日時〉令和２年１月１８日（土）１０時
３０分～１６時、１月１９日（日）１０時
～１６時
〈場所〉西日本総合展示場本館大展
示場（北九州市小倉北区浅野）
〈内容〉鍋物や軽食、県産農林水産物
の販売、お笑い芸人の馬場裕之さん
（ロバート）によるクッキングトーク
ショー、元横綱貴乃花さんによる特
製ちゃんこ鍋の振る舞いなど
　園芸振興課
☎０９２-６４３-３４８６Ⓕ０９２-６４３-３４９０
　　http://www.fs-fukuoka.com/

ふくおか鍋マルシェ

問

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

HP

２月７日は
「北方領土の日」

県HP

〈期間〉令和２年１月１８日（土）～２月１６日（日）
〈場所〉福岡県青少年科学館（久留米
市東櫛原町）
〈内容〉日本の宇宙科学技術の躍進
を支えた関係者の努力や挑戦を紹
介する展示、クイズラリー
※期間中の土曜日は、ロケットに関する
サイエンスショー・紙芝居・科学工作な
どを実施します
〈入館料〉大人４１０円、児童・生徒２１０円
※展示場とコスモシアターのお得な
セット券：大人７２０円、児童・生徒３７０円
※土曜日は高校生以下無料
　福岡県青少年科学館
☎０９４２‐３７‐５５６６Ⓕ０９４２‐３７‐３７７０
　　http://www.science.pref.fukuoka.jp/

青少年科学館　巡回パネル展
「日本の宇宙科学の歴史」

ふなばる

ば　ば ひろゆき

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

みんなで築こう
人権尊重社会

HP

HP

問

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！
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◀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

〈対象〉
①令和３年３月および令和２年３月
新規学校卒業予定者
②４０歳未満のＵＩＪターン就職希望者
〈日時〉令和２年２月１１日（火・祝）
〈場所〉池袋サンシャインシティ（東京
都豊島区）
〈内容〉九州・山口の企業約１３０社
による業界・会社概要などの説明お
よび就職、移住定住の総合相談会
※参加無料、申込不要
　労働政策課
☎０９２‐６４３‐３５９２Ⓕ０９２‐６４３‐３５８８
　　https://www.kyushu-yamaguchi.jp

九州・山口しごとフェスタ
～業界研究イベント～

問

　福祉の職場に関心のある人や就
職を希望する人を対象に、福祉施設
などとの面談会を開催します。九州
最大規模となる約１７０法人が出展
し、求職相談や資格取得相談にも応
じます。
〈日時〉令和２年２月８日（土）１１時
～１１時５０分（就活応援セミナー）、
１２時～１６時（就職面談会） 
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
※参加無料、申込不要
　社会福祉法人福岡県社会福祉協議会
☎０９２‐５８４‐３３１０Ⓕ０９２‐５８４‐３３１９
　　http://www.fsw.or.jp/jinzai/

福祉のしごと就職フェア2020
in FUKUOKA

問

　明治以降の福岡県のスポーツの
軌跡を公文書や写真などの資料で
紹介します。
〈期間〉令和２年２月４日（火）～３
月２２日（日）９時～１７時
〈場所〉福岡共同公文書館（筑紫野
市上古賀）※観覧無料

関連イベント
ギャラリー・トーク

　企画展の見どころについて、学
芸員が解説します。
〈日程〉令和２年２月２２日（土）、
３月８日（日）
〈時間〉①１０時３０分～②１４時～
（各回３０分程度）※申込不要
　福岡共同公文書館
☎０９２-９１９-６１６６Ⓕ０９２-９１９-６１６８
　　http://kobunsyokan.pref.fukuoka.lg.jp/

福岡共同公文書館企画展
「ふくおか スポーツの軌跡」

問

HP

HP

　歌手や俳優などマルチに活躍す
るブラザートム氏らがバレンタイン
を彩る名曲をお届けします。
〈日時〉令和２年２月１４日（金）１２時開演
〈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）
〈参加費〉全席指定１５００円
　アクロス福岡チケットセンター
☎０９２‐７２５‐９１１２Ⓕ０９２‐７２５‐９１０２
　　https://www.acros.or.jp/

アクロス福岡  大人のための
バレンタイン・コンサート
～ブラザートム＆菅野大地～

問

HP

　京築地域では、今も３０もの神楽
団体が活動し、地域の人々が京築神
楽を大切に守っています。
　躍動感あふれるおはやしのリズム、
優雅な舞、ダイナミックな身のこな
しをじかに体感してみませんか。
〈日時〉令和２年２月２２日（土）
１３時３０分～１７時４０分
〈場所〉アクロス福岡イベントホール
（福岡市中央区天神）　
※鑑賞無料、要申込（先着順）
※申し込み方法など詳しくは県ホー
ムページまたは下記ホームページ
をご覧ください
　京築神楽アクロス福岡公演事務局
（株式会社　スリーオクロック内）
☎０９２‐732‐1688Ⓕ０９２‐771‐5717
　　https://www.keichiku.info/
event/

京築神楽
アクロス福岡公演

問

HP

HP

　福岡県は産出額が全国３位の花
の産地です。県産の花あふれる会場
で、フラワーアレンジ体験をしたり、
花屋などのプロによる「花いけバト
ル」を観戦したりしませんか。
〈日時〉令和２年２月１日（土）・２日
（日）１０時～１７時
〈場所〉ソラリアゼファ、ライオン広場
（福岡市中央区天神）
〈内容〉県産花きの展示、フラワーアレンジ
メント教室、小学生アレンジコンテスト県
大会（１日のみ）、花いけバトル（２日のみ）
〈参加費〉無料（ただしフラワーアレンジ
メント教室のみ５００円必要、当日受付）
　花あふれるふくおか推進協議会
事務局（園芸振興課）
☎０９２-６４３-３５７４Ⓕ０９２-６４３-３４９０

ふくおかフラワーフェア

問

県HP

県HP

HP

　青年の活動報告や参加団体によ
る演技などの発表、表彰式を実施し
ます。地域でボランティア活動をして
いる人と一緒に、青少年育成につい
て考えてみませんか。
〈日時〉令和２年２月９日（日）１３時
３０分～１６時５０分
〈場所〉ソラリア西鉄ホテル福岡（福
岡市中央区天神）
〈申込締切〉令和２年１月２４日（金）
※参加無料　
　青少年育成課
☎０９２‐６４３‐３６１５Ⓕ０９２‐６４３‐３３８９
　　http://www.ambitious.pref.fukuoka.jp/

青少年アンビシャス
運動フォーラム

問

　人も動物も環境も同じように健
康であることが大切だと考えるワン
ヘルス(One Health)について、学び、
考えてみませんか。
〈日時〉令和２年１月２５日(土)１３時～１６時
〈場所〉電気ビルみらいホール（福岡
市中央区渡辺通）
〈内容〉テレビ番組でも活躍する生態学
者の五箇公一さんによる講演、お笑い芸
人の柴田英嗣さん（アンタッチャブル）に
よるトークショーなど
〈定員〉４００人※参加無料
　生活衛生課
☎０９２‐６４３‐３２８１Ⓕ０９２‐６４３‐３２８２

福岡県ワンヘルス連携
シンポジウム

問

県HP

しばた ひでつぐ

ご　か こういち

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

検索ほいく福岡

ほ いく福 岡
求職登録 募集中！

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１月号」で最も関心を持たれた記事を
　　一つお答えください。
　　「福岡県だより１月号」に対する感想

ふくおか電子申請  プレゼントコーナー 検索

博多甘熟娘
3.6kg/箱を５人にプレゼントします

　糖度１５度以上の厳選した果実を食
べごろになるよう追熟した特別なキウイ
フルーツです。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会

新年のごあいさつ
ものづくりにデザインの力を！
世界遺産を未来へ
オリンピアンとスポーツを楽しもう！
子育て応援社会の実現を目指して
地域交流の新しい拠点！
九州が一体となった取り組みをPR～九州ロゴマーク～
知事のふるさと訪問
未定

  4日(土)
11日(土)
18日(土)
25日(土)
  1日(土)
  8日(土)
15日(土)
22日(土)
29日(土)

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、令和２年１月３１日（金）までに下のいずれかの方法
でご応募ください。

●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

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）（令和２年１月３１日（金）（消印有効））
 県民情報広報課「福岡県だより１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▶

福岡県のテレビ番組　令和２年１月・２月放送予定

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

う れ っ こ

※番組テーマや放送日時は変更になることがありますので、県ホームページをご確認ください。

番組テーマ放送日

１月

２月

新年のごあいさつ ※15時24分～15時30分に放送
ふくおかのおさかなについて学ぶ！
子育て家庭を応援！
知事のふるさと訪問
思いを込め、舞う～京築神楽～
県内企業の優れたIoT関連製品・サービスの普及に向けて
京築のヒノキと暮らすプロジェクト
循環型社会の構築を目指して
世界の舞台で光り輝け！

  1日(水)
  5日(日)
12日(日)
19日(日)
26日(日)
  2日(日)
  9日(日)
16日(日)
23日(日)

●RKB「福岡県庁知らせた課」
　毎週日曜日放送　１６時５４分～１７時

番組テーマ放送日

１月

２月
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多くの武将が愛好した、平家物語などを題材とする舞
曲。現存する唯一の幸若舞で観客を魅了します。
大江天満神社境内舞堂（みやま市瀬高町大江1488）
みやま市社会教育課
☎0944-32-9183　ファクス0944-32-9192

●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

７５

8
9

10

11

幸若舞
1月20日(月）

上野焼バレンタインちょこ展
2月1日(土)～2月14日(金)

菅原道真ゆかりの綱敷天満宮で、約１０００本の梅が咲
き誇る中行われる神楽や茶会をお楽しみください。
綱敷天満宮（築上町高塚794-2）
築上町観光協会
☎/ファクス0930-31-0306

場
問

７ 梅まつり
2月9日(日)～3月8日(日)

「馬頭観音坐像」の御開帳
2月18日(火)

上野焼の伝統的なおちょこやハート形のおちょこが勢ぞろい！
バレンタイン「おちょこ」で、大切な人に思いを伝えませんか。
上野の里ふれあい交流会館（福智町上野2811-1）
上野焼協同組合
☎/ファクス0947-28-5864

場
問

市内の名所や商店街に、華やかなひな人形が飾られます。
旧伊藤伝右衛門邸の座敷雛は、日本一の規模を誇ります。
飯塚市内各会場
飯塚観光協会
☎0948-22-3511　ファクス0948-22-2528

場
問

いいづか雛のまつり
2月1日(土)～3月24日(火)

八女ジビエフェア
2月1日(土)～2月16日(日)

八女地域の旬を味わう大好評のイベント！この時期限定
の各店オリジナルのジビエ料理をぜひご堪能ください。
八女市・久留米市内の飲食店
八女商工会議所
☎0943-22-5161　ファクス0943-22-5164

場
問

3
県指定文化財「馬頭観音坐像」の御開帳。年１回しか見
ることのできない貴重な観音様です。
福聚山 海蔵寺（岡垣町内浦931）
福聚山 海蔵寺
☎093-282-6740

場
問

8

場
問

4
酒蔵開きや出光佐三生家の開放など、各種イベントを開
催。本物の花婿・花嫁が街道を練り歩く花嫁道中は必見。
赤間宿通り（宗像市赤間）
赤間地区コミュニティ・センター
☎0940-39-7051　ファクス0940-39-7052

場
問

赤間宿まつり
2月23日(日・祝)～24日(月・振休)

「おふろうさんまつり」の名で親しまれ、お潮井まいり、
御神幸祭、流鏑馬などの神事が行われます。
風浪宮（大川市酒見726-1）
風浪宮社務所 
☎0944-87-2154　ファクス0944-87-8543

場
問

大川市
６ 風浪宮大祭

2月9日(日)～11日(火・祝)

ウォークや体験、ステージなど、市民が未来に伝えたい太宰
府の「たから」である景観や市民遺産を楽しめるイベントです。
太宰府館（太宰府市宰府3-2-3）他市内
太宰府市景観・市民遺産会議事務局（太宰府市文化財課） 
☎092-921-2121（内線472）　ファクス092-921-3667

場
問

10 だざいふ景観・市民遺産フェスタ
2月29日(土）

市郡内のロングライドやビール工場内を周回するレース
など、参加も観戦も楽しいイベント。グルメ企画もあります。
キリンビール福岡工場（朝倉市馬田3601）
あさくらサイクルフェスティバル実行委員会（あさくら観光協会内）
☎0946-24-6758　ファクス0946-24-9015

場
問

朝倉市
11 あさくらサイクルフェスティバル

3月8日（日）

福岡県だより 通巻135号

2

9
宗像市宗像市

太宰府市太宰府市

岡垣町岡垣町

やぶさめ

つなしき

ふくじゅさん

ごじんこうさい

こうわかまい ふうろうぐう

ばとう

あかまじゅく

かんのん ざぞう

あがのやき

ひいな

田川市郡の小中高生が描いた５０００点を超える絵画
から選ばれた入賞・入選作品約８５０点を展示します。
田川市美術館（田川市新町11-56）
田川市美術館 
☎0947-42-6161　ファクス050-3737-3717

５ 田川の子どもたちによる絵画展
2月8日(土)～3月1日(日)

❹いいづか雛のまつり（飯塚市）❹いいづか雛のまつり（飯塚市）

※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

福智町福智町

八女市八女市

飯塚市飯塚市

田川市田川市

1
みやま市みやま市

築上町築上町

●あさくらサイクルフェスティバル（朝倉市）●あさくらサイクルフェスティバル（朝倉市）11

※出光佐三生家開放と花嫁道中は23日のみ

お
ク
で
リ
か
ッ
け
プ
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