
福岡市観光案内所（博多駅）

福岡市観光案内所（天　神）

博多町家ふるさと館
☎092-281-7761

波瀾万丈　川上音二郎展　其の参

正月開館　福引きや町家オリジナル祝い笹のプレゼントなど（限定） 1月 1日（土祝）～ 1月 3日（月）

～12月19日（日） 博多区冷泉町
地下鉄「　園駅」下車徒歩約5分

東区西戸崎　｢海ノ中道駅」下車徒歩約5分
博多埠頭・マリゾンより
高速船｢海の中道」下車徒歩約1分

マリンワールド
☎092-603-0400

福岡ソフトバンクホークスマーケティング㈱
☎092-847-1006

海のクリスマス2010

スーパーフリーマーケット2011inヤフードーム

恋する水族館

期　間催し内容問合せ 交　通

演 

劇

美
　
術 10のとびらー絵からひろがる世界 ～ 3月13日（日）石橋美術館

☎0942-39-1131
久留米市野中町
西鉄電車「久留米駅」下車バスで約5分

没後120年　ゴッホ展 1月 1日（土祝）～ 2月13日（日）九州国立博物館
☎050-5542-8600

太宰府市石坂
西鉄電車「太宰府駅」下車徒歩約10分

第23回新収蔵品展　ふくおかの歴史とくらし

慈勝庵コレクション　茶陶と東洋陶磁名品展 1月 5日（水）～ 2月27日（日）

～12月12日（日）福岡市博物館
☎092-845-5011

早良区百道浜
地下鉄「西新駅」下車徒歩約15分

博多区住吉
JR「博多駅」より徒歩約15分

12月 3日（金）～12月 5日（日）
12月14日（火）
12月27日（月）
1月 5日（水）

カーディガン
アントニーとクレオパトラ
LOVE LETTERS 2010
抜け穴の会議室

キャナルシティ劇場

☎092-271-6062

シャガール ー ロシア・アヴァンギャルドとの出会い
～交錯する夢と前衛～ ～ 1月10日（月祝）福岡市美術館

☎092-714-6051
中央区大濠公園
地下鉄「大濠公園駅」下車徒歩約10分

第27回　骨董＆アンティークin福岡 1月28日（金）～ 1月30日（日）

1月14日（金）～ 3月14日（月）

骨董＆アンティークin福岡事務局
☎082-263-3497

博多区石城町　福岡国際会議場
西鉄バス「国際会議場・サンパレス前」下車すぐ

第29回　食品まつり　博多うまかもん市 1月19日（水）～ 1月24日（月）岩田屋本店
☎092-721-1111

中央区天神　岩田屋本館
地下鉄「天神駅」下車徒歩約3分

福岡市消防出初式　消防伝統技術披露やはしご車の試乗など 1月 6日（木）  10:00～14:00消防局総務企画課
☎092-725-6511

中央区地行　Yahoo!JAPANドーム
地下鉄「唐人町駅」下車徒歩約15分

中央区地行　Yahoo!JAPANドーム
地下鉄「唐人町駅」下車徒歩約15分

白秋誕生祭
白秋の遺影と酒樽を乗せた大八車の一行のパレード 1月25日（火）柳川市観光案内所

☎0944-74-0891
柳川市沖端町
西鉄電車「柳川駅」下車

日本一の大門松
約350本の真竹と孟宗竹で高さ約9.5ｍ・直径約5ｍの大門松が2基

12月 5日（日）～ 1月14日（金）
1月16日（日）どんと焼き

宮若市観光協会
☎0949-55-9090

宮若市脇田　ドリームホーム若宮
JR九州バス「吉川小学校前」下車すぐ

大宰府天神おもしろ市
骨董品や古着など約100店が並ぶ

12月 4日（土）～12月 5日（日）
9:00～17:00（雨天決行）

12月 1日（水）～12月25日（土）

1月 8日（土）～ 1月10日（月祝）

大宰府天神おもしろ市事務局
☎092-922-9955

太宰府市宰府　太宰府天満宮境内
西鉄電車「太宰府駅」下車徒歩約5分

定例売出し
月に一度の共同売出し、抽選会など　　　 毎月第3木曜10:00～なくなり次第柳橋連合市場

☎092-761-5717
中央区柳橋
西鉄バス「柳橋」下車徒歩すぐ

長浜鮮魚市場大開放～市民感謝デー 12月11日（土）・ 1月 8日（土）
9:00～12:00

福岡市鮮魚市場
☎092-711-6414

中央区長浜
地下鉄「赤坂駅」下車徒歩約7分

第二十回　博多をどり
博多券番　芸子衆　総出演 12月 3日（金）～12月 4日（土）博多伝統芸能振興会

☎092-441-2150
博多区下川端町　
地下鉄「中洲川端駅」下車徒歩すぐ

福吉一粒カキ二丈観光協会
☎092-326-6334

糸島市二丈福井
二丈浜玉道路「吉井ランプ」より車で約8分

恵比須かき市漁業協同組合　唐泊支所
☎092-809-2311

西区小田　海釣り公園横
西九州道「今宿ＩＣ」より車で約15分

糸島かき

味が濃くて旨味たっぷり

身が大きくくさみがない

プリプリで甘みが強い ～3月頃

※かき以外にもサザエやエビ
　など海の幸も提供している
　小屋も多い

糸島漁業協同組合
☎092-328-2311

糸島市志摩
西九州道「前原ＩＣ」より車で約10分

日本水仙
寒さに強く雪解けまで花を咲かせます 12月下旬～2月上旬のこのしまアイランドパーク

☎092-881-2494
西区能古　「能古渡船場」より
フェリーで約10分、下船後バスで10分

冬ぼたん
わらで編んだ雪囲いの中で美しく花を咲かせます 1月上旬～2月下旬筥崎宮神苑花庭園

☎092-651-1611
東区箱崎
地下鉄「箱崎宮前」下車すぐ

博多区下川端町
地下鉄「中洲川端駅」下車徒歩すぐ

12月21日（火）～12月23日（木祝）博多座文楽公演

1月 5日（水）～ 1月27日（木）博多座初夢公演　「坂本冬美　藤あや子」

博多座

☎092-263-5555

Event Schedule
★誌面の都合により、一部の情報を掲載しております。又、掲載内容は予告なしに変更されることがあります。

イベント情報（12月～1月）
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お す す め イ ベ ン ト

☎092-806-2565
今津リフレッシュ農園

1月～3月までの土・日
毎週金曜日に電話受付

☎092-400-3239
筑紫野いちご農園

筑紫野市大字筑紫
九州自動車道「筑紫野IC」
より約15分

西区今津
西九州道「今宿IC」より
約15分

12月初旬頃～5月下旬頃

☎090-4995-1056
玄海いちご狩り山口農園

宗像市田野
九州自動車道「古賀IC」より
約15分

12月中旬頃
　～5月末頃（要予約）

☎0944-32-1200
農事組合法人ホワイトベリー

三潴郡大木町
九州自動車道「八女IC」
より約20分

期間はお問合せください

☎092-881-0103
愛宕神社

縁結び
博多湾からの初日の出も
有名

☎092-291-2951

元旦も午前５時３０分に開館し、太宰府方面より昇る初日の出を楽しめる。
【交通】早良区百道浜　都市高速「百道ランプ」すぐ

360度の眺望が楽しめ、海の中道や福岡湾越しに市街を見渡すことができる。
島の東海岸や海の中道の東側も初日の出ポイント。
【交通】東区志賀島潮見　都市高速「香椎浜ランプ」より約20分

天神・博多から車で２０分程とアクセスも良く、福岡市内を一望でき夜景スポットとしても大人気。
【交通】城南区油山　都市高速「堤ランプ」より約２０分

櫛田神社

博多区上川端町
地下鉄「 園駅」下車徒歩約5分

西区愛宕
地下鉄「室見駅」下車徒歩約15分

☎092-431-1391

十日恵比須神社　☎092-651-1563

若八幡宮

博多区博多駅前
地下鉄「 園駅」下車徒歩約8分

厄除け
古くから厄払いの
神社として有名
厄除け大祭12月31日（金） 

☎092-922-8225
太宰府天満宮

太宰府市宰府
西鉄電車「大宰府駅」下車徒歩約5分

博多区東公園　十日恵比須神社
地下鉄「千代県庁口駅」下車徒歩約

We love天神協議会　☎092-734-8750
中央区天神　警固公園ほか
地下鉄「天神駅」下車

福岡タワー　☎092-823-0234
早良区百道浜　福岡タワー・シーサイドももち一帯
地下鉄「西新駅」下車徒歩約15分

キャナルシティ博多　☎092-282-2525
博多区住吉
JR「博多駅」より徒歩約10分

筥崎宮　☎092-641-7431
東区箱崎
地下鉄「箱崎宮前駅」下車すぐ

猿田彦神社　☎092-823-0089
早良区藤崎　猿田彦神社
地下鉄「藤崎駅」下車徒歩約8分

受験必勝
菅原道真公に学業祈願する
受験生が後を断たない

冬もＨＯＴ！なスポットがいっぱい！冬もＨＯＴ！なスポットがいっぱい！
クリスマスイルミネーションクリスマスイルミネーション

ライジング福岡

☎092-771-6675
1月 2日（日）～ 1月 3日（月）VS大分ヒートデビルズ

プロバスケットボール・ライジング福岡情報
12月 2日（木）～12月 3日（金）VS大阪エヴェッサ
12月18日（土）～12月19日（日）VS浜松・東三河フェニックス
1月15日（土）～ 1月16日（日）VS秋田ノーザンハピネッツ

博多区東平尾公園　アクシオン福岡
地下鉄「福岡空港駅」下車バスで約5分

中央区薬院　九電記念体育館
西鉄バス「九電記念体育館」下車徒歩約1分

東区東公園　福岡市民体育館
地下鉄「千代県庁口駅」下車徒歩約1分
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安国寺
問合せ 催し内容 交　通
☎092-741-2770

東長寺 ☎092-291-4459

観世音寺 ☎092-922-1811

中央区天神　　地下鉄「天神駅」下車徒歩約5分

博多区御供所　地下鉄「 園駅」下車徒歩すぐ

太宰府市観世音寺　西鉄電車「観世音寺駅」下車徒歩約10分

福岡市の中心部天神にあり、交通の便利がよい 

木造の千手観音立像や日本最大級の木造大仏座像があり、六角堂は市の指定建造物とされている

日本最古の梵鐘や約1000年前に創られた20体余りの仏像もあり、国宝や重要文化財に指定されている

赤坂ル・アンジェ教会

国営海の中道海浜公園

グローバルアリーナ

くるめ光の祭典実行委員会事務局

まちづくりNPO法人ほっと二日市

問合せ 催し内容 交　通期　間

☎092-736-7751

☎092-603-1111

☎0940-33-9600

☎0942-37-7111

☎092-986-0289

うみなかクリスマスキャンドルナイト

第11回キャンドルガーデンクリスマス

くるめ光の祭典　ほとめきファンタジー

二日市イルミネーションパープルナイト2010

～12月25日（土）

～1月10日（月祝）

12月4日（土）
　～12月24日（金）

12月23日（木祝）
　～12月25日（土）
12月23日（木祝）
　～12月25日（土）

クリスマスイルミネーション
「クリスマスファンタジー」

ク
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中央区大手門
地下鉄「赤坂駅」下車徒歩約3分
東区西戸崎
JR「海ノ中道駅」下車すぐ

宗像市吉留
JR「教育大前」下車後バスで約10分
久留米市　六角堂広場ほか
JR「久留米駅」下車バスで約5分
二日市市　JR二日市駅周辺
JR「二日市駅」下車すぐ

キャナルシティの中央
を飾る「森のシャンデリ
ア」を中心に、不思議な
体験ができるイルミ
ネーションも登場しま
す。期間中は様々なクリ
スマスイベントも開催。

キャナルシティ
クリスマス
ファンタジア２０１０

CANAL CITY HAKATA 2010 Ⓒ FUKUOKAJISHO

メイン会場の警固公園で
は「水上チャペル」の周り
にクリスマスツリーが誕
生し、グレードアップ。
チャペルの周りに光の模
様が浮かび上がり、幻想
的な空間に包まれます。

天神の
クリスマスへ
行こう２０１０

タワー塔体の108ｍ
の巨大クリスマスツ
リー、樹木のブルーイ
ルミネーションの幻想
的な空間が広がりま
す。

ももち☆
ブルーライト
クリスマス２０１０

新春の祭り新春の祭り

１年の豊作、大漁を
占う神事。締め込
み姿の男たちが、
直径３０ｃｍあまり
の玉を奪い合う。

玉せせり

商売の神様・えび
す様の新春の縁起
をかつぐ祭り。多く
の人出で賑わう。

十日恵比寿大祭

夜明け前から、厄
よけの赤い猿面
を求めるたくさ
んの人で賑わい
ます。

初庚申

不老長寿
「お櫛田さん」の名で親しまれている
博多の総鎮守。博多祗園山笠の出発点の
神社でもあり、飾り山の展示もある

初詣初詣

初日の出初日の出

いちご狩りいちご狩り

福岡タワー

志賀島潮見展望台

油山片江展望台

1月3日（月）

～12月26日（日） ～12月25日（土） ～12月25日（土）

1月5日（水）1月8日（土）～
　1月11日（火）

12月・1月の福岡もイベントもりだくさん！12月は街がクリ
スマスイルミネーションで美しく彩られます。ショッピングを
楽しむなら1月からの初売りが狙い目！


