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<九州ロゴマーク>

「九州の連携」を象徴し、
「九州はひとつ」を表現
しています

コロナに負けるな！
新型コロナウイルス感染症の影響は福岡県にも及んでいます。そのような中、地域を盛り上げる取組みも始まっています。
【お詫び】新型コロナウイルス感染拡大の影響により、５～７月号は休刊いたしました。ご了承ください。

アンテナレストラン「福扇華」、営業再開！


おまたせしました！福岡の旬の味をお届けします

福岡県のアンテナレストラン「福扇華」は「『魅力あふれる福岡』
を体感できる拠点」をコンセプトとし、「博多和牛」や天然真鯛、旬
の野菜など、福岡の美味しい食材をふんだんに使った料理のほか、四
季折々のフルーツ、県産酒が楽しめます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一時休業していました
が、６月１日から営業を再開いたしました。
店内の消毒や隣席との距離を保った配席など、コロナ対策に万全を
期して営業しています。

（写真左から）前田支配人、生田目女将、
田中料理長

皆様のお越しをお待ちしております。

旬の今しか味わえない！夏メニューが登場



夏季限定メニューとして、玄界灘のヤリイカや糸田町の
すっぽんなど、福岡県の「夏」を贅沢に味わえる「夏の宴」
コース（ディナー）、「福扇華うなぎ重御膳」（ランチ）
などがお楽しみいただけます。
今しか出会えない旬の味を、ぜひご堪能ください。

その他詳細は
「福扇華」HPを →
ご覧ください。

■ 「夏の宴」コース
夏メニューの主な食材
・鱧（はも）（豊前海）
・パクチー（久留米）
・すっぽん（糸田すっぽん） ・はかた地どり（福栄組合）
・うなぎ（福岡養鰻）

■ 福扇華うなぎ重御膳

「福岡県新型コロナウイルス医療従事者応援金」寄附金を募集しています
新型コロナウイルス感染症が世界的に流行している中、医療従事者の方々は、自らの感染リスクを顧みず、
感染された方々の治療や看護等に専念されています。
県では、こうして日々最前線で奮闘されている方々に感謝と応援の気持ちを表すため、「福岡県新型コロナ
ウイルス医療従事者応援金」として寄附金を募り、医療従事者の方々にお渡しすることとしています。
福岡県の医療従事者の方々を支援するため、皆様のご協力をお願いいたします。
寄附金受付口座

福岡銀行

ゆうちょ
銀行

金融機関コード：０１７７
支店名：県庁内支店（２１３）
預金種目及び口座番号：普通（１２１３３９０）
口座名義：福岡県新型コロナウイルス医療従事者応援金
（ﾌｸｵｶｹﾝｼﾝｶﾞﾀｺﾛﾅｳｲﾙｽｲﾘｮｳｼﾞｭｳｼﾞｼｬｵｳｴﾝｷﾝ）
口座記号・番号：００９４０－１－２３７５９２
口座名義：福岡県新型コロナウイルス医療従事者応援金

１

「WE ARE ONE WORLDプロジェクト」からマスク2万枚寄贈


「社会や地域に貢献したい」 国境を越えた想い

６月１９日、県内高校生が主催する「WE ARE ONE WORLD
プロジェクト」からマスク２万枚が寄贈されました。
「WE ARE ONE WORLDプロジェクト」とは、新型コロナウ
イルス感染症が拡大する中、「社会や地域に貢献したい」
と県内高校生が立ち上げたプロジェクト。３か国語（日本
語、ベトナム語、英語）で募金を呼びかけるチラシを作成
し、SNSで発信しました。
SNSを通じてプロジェクトを知ったベトナム・ハイフォン
市内の高校生もこの趣旨に賛同し、国境を越えて活動の輪
が広がりました。
寄贈されたマスクは、県内の社会福祉施設に届けられま
す。国境を越えた若者たちの温かい気持ちに、心から感謝
します。

■ 贈呈式の様子
（写真左から）福岡県ベトナム友好議員連盟 香原 勝司事務局長、同連
盟 原口 剣生相談役、小川知事、簑田 亜香里さん（福岡県立香住丘高等
学校3年）、簑田 洲さん（福岡県立福岡高等学校3年）、同連盟 松尾 統章
会長、同連盟 岩元 一儀顧問、同連盟 井上 忠敏顧問

子どもたちのスポーツへの夢を途切れさせない！
新型コロナウイルス感染症の影響により、夏の甲子園をはじめ、中高生の全国大会は中止が相次いでいます。
こうした中、子どもたちのスポーツへの夢を途切れさせないため、地域独自の取組みが行われています。
コロナ禍で、スポーツを楽しむ機会を奪われてしまった子どもたちが、夢や希望を持ち続けてくれることを
願っています。


中・高校生たちの熱い思いを 「がんばれ福岡２０２０」大会開催

コロナ禍で各スポーツの全国大会が中止となる中、「がんばれ福岡２０
２０」を統一テーマとして、各競技団体等が主催のスポーツ大会が県内各
地で開催されています。
福岡県高野連は、「第１０２回全国高校野球選手権大会福岡大会」の代
替大会として、独自大会を県内４地区（福岡、北九州、福岡中央、筑後）
で開催しています。
福岡県中体連及び高体連でも、全国中学校体育大会、全国高等学校総合
体育大会等の県大会の代替大会として、競技団体等が中心となり、２８競
技（７月末現在）を開催しています。


「２０２０ 中学・高校３年生メモリアル卓球福岡大会」開催

県では、県教育委員会及び福岡県卓球協会との共催で、「２０２０
大会」を開催します。

中学・高校３年生メモリアル卓球福岡

トーナメント形式の試合だけではなく、オリンピック４大会出場の松下浩二氏やロンドン五輪銀メダリスト
の平野早矢香氏を招いての卓球教室や、フロアを開放してのフリー対戦の時間も設けられます。
９月２６日・２７日の２日間に渡って開催され、参加定員は５００名、卓球が好きな県内中高生であれば、
誰でも参加可能です。


オンラインラグビースクール開催！ ～コロナに負けるな！みんなでトップ選手に教わろう～

県では、在宅での運動不足やストレスの軽減を図るため、県内在住の
小・中学生を対象に、ラグビー日本代表選手らによる、オンラインラグ
ビースクールを開催しました。
福岡県は、少年ラグビーや高校ラグビーが盛んな地域で、日本代表も
多数輩出しています。
これまでに３度開催し、計７１名が参加。参加者らは自宅等からＷｅ
ｂ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」を利用してスクールに参加し、藤田慶和選手
（東福岡高校出身、パナソニック ワイルドナイツ所属、７人制代表）
や桑水流裕策選手（コカ・コーラレッドスパークス所属、元７人制代
■ 藤田慶和選手との集合写真
表）、廣瀬俊朗さん（元日本代表キャプテン）らのレクチャーを受け、
画面を見ながら選手と一緒に自宅で楽しく汗を流しました。

２

福岡のうまかもん 買って応援！食べて応援！


「福岡県ウェブ物産展」、好評開催中！

新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた県内の農林漁業者
を支援するため、県では「福岡県ウェブ物産展」を開催中です。
ＪＡ全農ふくれんが運営するオンラインショップ「ＪＡタウン 博多う
まかショップ」特設ページで、本県が誇る農林水産物を３割引でご購入い
ただけます。
さらに、ＪＡグループ福岡の協賛により購入いただいた方の中から抽選
で１，０００名の方に、「博多和牛」や「八女茶」といった県産品をプレ
ゼントするキャンペーンも実施中です。
この機会にぜひ、自慢の県産品の数々を自宅でもお楽しみください！

JAタウン 福岡ウェブ物産展

検索

特設ページへは
こちらから
→
（QRコード読取）



豪雨被害の棚田から 芋焼酎「東峰」商品化

九州北部豪雨から３年。豪雨災害で甚大な被害を受けた朝倉郡東峰村宝珠山地区
で、芋焼酎「東峰」が完成しました。
同地区の竹集落の棚田「竹棚田」は「日本の棚田百選（農林水産省）」に選定さ
れていますが、高齢化や後継者不足、豪雨災害の影響で休耕田となっていました。
この状況に同村の若手が立ち上がり、「東峰村棚田まもり隊」を結成。県内各地
からのボランティアや宮崎県の老舗蔵元などの協力を得て、比較的栽培しやすいサ
ツマイモ「黄金千貫」を栽培。アルコールの醸造に必要な麹は棚田米を原料に、そ
して水は「平成の名水百選」にも選ばれた「岩屋湧水」を使用して、原材料すべて
が東峰村産の特別な焼酎「東峰」が誕生しました。
芋焼酎「東峰」は、一般社団法人竹棚田が運営する岩屋キャンプ場管理棟にて、
注文受付・販売（※）を行っています。
※電話（０９４６－２３－８４２３）で注文可、１本２，０００円（税込・送料別、着払いでの発送）

■ 芋焼酎「東峰」

「令和２年７月豪雨」により大きな被害
７月５日から降り続いた「令和２年７月豪雨」により、九州内、県内では筑後地域を中心に、甚大な被害が
発生しました。
県では今後、被災された方々の生活再建に向けて、全力を尽くして取り組んでまいります。
福岡県内の被害状況
■
■
■
■
■

人 的 被 害
家 屋 被 害
河 川 被 害
土 砂 災 害
道路・橋梁被害

※７月２９日現在

８名
５，０００件
２６６件
２７７件
６６９件

（うち死者 ２名）
（うち全壊 ４件、半壊 ３件、一部損壊 ６件、床上浸水 １，４５９件、床下浸水 ３，５１４件）
（うち溢水 ２７件、内水氾濫 １１件、施設・設備損壊 ２２８件）
（うちがけ崩れ ２７３件、地すべり ４件）
（うち道路損壊 ６０９件、道路埋没 ５４件、橋梁損壊 ６件）

「令和２年７月豪雨災害義援金」にご協力をお願いします
県では、今回の豪雨災害で被災された方々への
支援として、義援金を募集しています。
皆様から寄せられた義援金は、被害の状況に応
じて、福岡県内の被災市町村及び熊本県をはじめ
とする他の被災県にお渡しします。

義援金受付口座

※受付期間：12月28日（月）まで

金融機関・支店名：福岡銀行（０１７７）・県庁内支店（２１３）
預金種別（口座番号）：普通（１２１４０８６）
口座名義：福岡県令和２年７月豪雨災害義援金
（ﾌｸｵｶｹﾝﾚｲﾜﾆﾈﾝｼﾁｶﾞﾂｺﾞｳｳｻｲｶﾞｲｷﾞｴﾝｷﾝ）

皆様の温かいご支援をお待ちしております。

３

「シュガーロード」日本遺産に認定




地域の文化財を「ストーリー」として発信する文化庁の「日本遺産」に、北九州市、
飯塚市を含む３県８市の「砂糖文化を広めた長崎街道～シュガーロード～」が認定
されました。
小倉と長崎を結んだ「長崎街道」は、砂糖によって沿道に独自の菓子文化が花開
いたとされています。街道を辿ってみると、街道の歴史だけでなく、４００年以上の
歳月をかけて、今なお発展し続けている砂糖や菓子の文化に触れることができま
す。

地方鉄道を元気に！「鉄印帳」開始







第三セクター鉄道等協議会で、地方鉄道と沿線地域の振興を目的に、
「鉄印帳」の販売と「鉄印」の記帳が開始されました。
「鉄印帳」とは、現在ブームになっている「御朱印帳」をヒントに、全国の
地方鉄道４０社が連携して行うものです。
「鉄印帳」は２，２００円で購入、３００円で記帳を受けることができ、４０社
すべての「鉄印」をそろえるとシリアルナンバー入りの「鉄印帳マイスター
カード」が発行できます。
福岡県では「平成筑豊鉄道（田川郡福智町）」と「甘木鉄道（朝倉市）」の
２事業者が参加。所定の駅・時間で販売・記帳を行っています。
各鉄道の魅力が詰まった「鉄印」。旅のお供にいかがでしょうか。

 平成筑豊鉄道の
「鉄印」

 鉄印帳

「ありがとう炭鉱電車プロジェクト」始動






「三井化学大牟田工場（大牟田市）」で原材料の搬入等に使用されて
いた三井化学専用線が廃止されることに伴い、「ありがとう炭鉱電車
プロジェクト」が始動しました。
炭鉱電車にまつわる音のASMR音源化や音源を活用した楽曲制作、
映画監督・瀬木直貴氏による映像化などにより、「音の資産」や「風景
の資産」として、炭鉱電車を未来に遺していくためのプロジェクトです。
１００年以上の長きにわたり活躍した炭鉱電車。心地のよい音や風景
を楽しみながら、その歴史に思いを馳せてみませんか。

移動も楽しく！「貸EV（電気自動車）」で観光促進




観光客向け電気自動車（EV）のレンタルが、八女市で始まりました。公共交通の
乏しさを補い、滞在型観光を一層推進するため、八女商工会議所が導入したも
のです。
１人乗りの小回りの利くサイズで、車体には八女市名産の「八女茶」や「あまお
う」、「八女提灯」が描かれています。市内に点在する観光スポットを巡るモデル
コースを紹介するタブレットの貸し出しもあり、移動中も楽しみながら市内を自由
に観光できるのが魅力です。

 電気自動車「coms（コムス）」
（（株）トヨタ自動車）
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