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2009年4月にリニューアルした当ビューローのホームページ。 

コンベンションを企画される方、観光関連業界のみなさまに 

最新の情報をわかりやすく、 

お届けしています！ 

福岡観光コンベンションビューローホームページ 

福岡　観光 

http://www.welcome-fukuoka.or.jp

検索 

新しくなった 

トップページからのアプローチが簡単！ 
「コンベンション」「教育旅行」「インセンティブ
ツアー」など項目ごとに、知りたい情報へすぐに
アクセスできます。 
英語、中国語、韓国語のサイトも7月下旬にオープン
予定。 

現在広告募集中！ 
このホームページでPRしませんか？ 

●月間6万 ＰＶ 

●GooglePageランク6※ 

●  福岡　観光  検索で上位に 

「福岡　観光」で検索すると上位にあり、一般の旅行目的の方は福岡市の観光情報
サイト「よかなび」へ誘導し、観光関連業界の方に役立つ構成になっています。 
また、GooglePageランク6と高い評価を得ています。お気軽に広告や情報掲載に
ついてお問い合わせください。 

【詳細はＨＰから、もしくは福岡観光コンベンションビューロー】 
　1092－733－5050へ。 

つのポイント 5

「よかなび」とのリンクにより、 
盛りだくさんの観光情報を提供 
個人向けの観光情報を掲載する福岡市の観光情報
サイト「よかなび」とリンク！ 
多彩な福岡の情報を簡単にゲットできます。 
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福岡のおもてなし・賛助会員さまの 
紹介＆PRを充実！ 
飲食から宿泊施設まで、福岡へお越しのお客様を
もてなす約570の賛助会員さまからのPRや、来訪
者向けの旬の情報がわかりやすく表示されています。 

3

賛助会員さま専用のコーナーで、 
いち早くコンベンション情報をゲット！ 
賛助会員さまなら、専用コーナーにログインして、
一般には非公開のコンベンション情報などビジネス
に有益なニュースをいち早く知ることができます。 
賛助会員のお申し込みも、ＨＰ上からできます。 

4

外国人旅行者に役立つ 
おもてなしツールが満載！ 

英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語の旅行情
報「ビジターズガイド」や、各国言語の指差し会
話集などをダウンロードできます。また、レスト
ランの外国語メニュー作成もこれならラクラク！ 
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支援制度に多くの関心 首都圏でのセールスを展開 
　当ビューローでは、コンベンション（大会や会議､見
本市など）の誘致活動のひとつとして毎年2回、首都
圏の大会事務局などを集中的に訪問し､セールス活動
を行っていますが、今回は5月19日～6月5日、約
130の学会本部や大会の主催団体を訪問して福岡をPR。
優れた交通アクセスや集約されたコンベンション施設
など、福岡の魅力をアピールしました。 
　コンベンション開催の準備や運営に携わる主催者や
事務局にとって、開催都市が行う支援や助成は、開催

地決定の重要なポイントです。当ビューローでは、全
国でも珍しいコンベンションサポート制度を設けてい
ます。専門職員が、開催準備や運営に関する主催者の
あらゆる相談に対応するというもので、今回のセール
スでも多くの関心を呼びました。こうした制度や開催
に結びつく情報は、当ビューローのホームページでも
紹介しており、今後も幅広い誘致活動を展開していき
ます。 

上海で福岡をPR 個人旅行解禁を前に 
　福岡観光プロモーション協議会(会長･鈴木豊 福岡
市ホテル旅館協会会長)では6月1日～3日、13名から
なる訪問団を上海に派遣。7月から始まる日本政府の
｢個人ビザ｣発給を前に、市内12の旅行会社を訪問し
て福岡をPRしました。 
　添乗員を付けずに自由に日本を旅行できる｢個人ビザ｣
は、一定以上の所得がある上海、北京、広州の市民を
対象に発給されるもので、旅行エージェントからも、
｢訪日観光に弾みがつく｣と期待されており、福岡に向
けたクルーズ船ツアーの出発地である上海は、重要な
マーッケットです。 
　また、上海は大企業が集中しており、インセンティ
ブツアー（社員への報奨旅行）の誘致先としても有望で
あることから、今回のプロモーション活動では、同ツ
アーのセールスも積極的に展開し、福岡の魅力をアピ
ールしました。 

　今後は上海の他にも、福岡市の友好都市である広州
市などと交流を深めながら、福岡への観光客誘致を継
続的に働きかけていくことにしています。 

上海の旅行社でセールスする訪問団のメンバー 

台湾で人気のTV番組が福岡を取材 
　台湾で人気のTV番組｢運動PLAY BAR｣で福岡が取
り上げられました。同番組は、スポーツを中心に構成
される30分番組で､毎週土曜日の夜9時から放送され
ています。 
　今回、“プロ野球観戦と観光を楽しむ”という企画で
福岡を訪れた取材班は、ソフトバンクホークスの試合
の模様をはじめ、ヤフードームならではのユニークな
観戦施設や設備などを興味深く取材。また、秋山監督
やレギュラーメンバーのほか、二軍に在籍している台湾
出身の陽（ヤン）投手や李（リー）選手にもインタビューを
行いました。台湾ではもともと高いホークスの人気が
さらに上昇しそうです。 
　当ビューローは、取材クルーを収録が決定した博多
町家ふるさと館や福岡タワーなど、多彩な10の観光
スポットに案内しました。 

　番組は2～3回に分けて6月下旬～7月に放映される
そうで、台湾での絶好のシティプロモーションになり
ました。 

大濠公園でも取材 
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2名様に 
プレゼント！ 福岡の外国語放送局　　　　　　　  のオリジナル クオカード3000円分を 

前号の正解は 

Love FM  福岡市中央区天神2－5－35 岩田屋本館7F　1092－752－0761　http://lovefm.co.jp/　 

黒田如水 豊臣秀吉 福島正則 

問題 
応募方法 

宛先 

1 2

博多祇園山笠 2

3

ク イ ズ に 答 え て 

黒田家ゆかりの名槍｢日本号｣(福岡市博物館蔵)｡名品と

して名高いこの槍は､民謡｢黒田節｣でも｢　この槍を呑

みとるほどに～｣と唄われ､黒田二十四騎の一人､母里

太兵衛が大盃の酒を飲み干した褒美として､さる人物

から呑み取ったといわれています｡さて､さる人物とは｡ 

ハガキに郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、クイズの答えを記入のうえ、
下記の宛先までお送りください（7月21日
の消印有効）。発表は発送をもってかえさせ
ていただきます。 

0810-0001　福岡市中央区天神1-10-1 
福岡観光コンベンションビューロー 
オーシャンズ・フクオカ　プレゼント係 

二層櫓門として復元された下の橋大手門と伝･潮見櫓 

い 

お 

まから402年前､慶長12年（1607）に完成の

福岡城。関ヶ原の戦功によって筑前一国の領

主となった黒田如水･長政の父子が､7年の歳月をか

けて築いたもので､黒田氏52万3千石にふさわしい

壮大な規模の城郭です。本丸や二の丸など41万㎡

の中郭､四方の堀を合わせると総面積は80万㎡にも

なり､ヤフードーム21個分という広さでした。 

治維新後､廃城令などによって城内の建造物

の多くが失われましたが､いまに残る南丸の

多聞櫓は､国の重要文化財に指定されています。櫓（や

ぐら）とは矢倉のことで､石落としなどを備えた城の

防衛施設として発達した建物です。石垣の隅に建つ

「隅櫓」、鬼門封じの「祈念櫓」など種々ありますが､石

垣上に長屋のように延びて天守や隅櫓をつなぐ建物

を「多聞櫓」といいます。福岡城の多聞櫓の特徴は､

建物の軒先を支えている方杖（ほうづえ）と端隠（は

なかく）し板で垂木口（たるきぐち）を隠す珍しい工

法にあります。さらに、方杖と戸口･窓の規則的配

列が､長い白壁に映えて美しいコントラストを生み

出している点も見逃せません。また､この櫓の内部を

見ることはできませんが､桁行（けたゆき）30間（約

54㍍）の内部が16室に区分され、各室に戸口が付け

られていることも福岡城特有の造りとなっています。

戦時以外は倉庫として使用したものと考えられます。 

城といえば､高い天守に石垣や城門などを連

想しますが､福岡城に天守は現存せず､存在し

たかどうかについても諸説あって定かではありません。

しかし､天守の有無に拘わらず､往時の壮麗な大城郭

を偲ばせているのが石垣です。城の立地条件を勘案

して､郭（くるわ）や櫓、門などを配置する城郭全体

のプランニングを縄張（なわばり）といいますが､石

垣からは梯郭式（ていかくしき）とされる福岡城の広

大な縄張りさえも浮かび上がってきます。石垣は近

世城郭の特徴で､福岡城では自然石を積み上げた「野

面（のづら）積み」と､切石を積み上げて隙間に小石を

打ち込んだ「打込（うちこみ）ハギ」の手法が用いられ

ており､美観を重視した打込ハギは､大手門などの人

目につきやすい場所に多用されています。こうした

保存状態が良い石垣も福岡城の見どころのひとつです。 

和32年に国の史跡に指定された福岡城跡は､

これまでも継続的に保存整備が行われてきま

したが､先年とりまとめられた基本構想にもとづき､

いま新たな保存･復元･整備の取り組みが始まって

います。将来は､さらに城郭らしい景観と佇まいを

楽しめることでしょう。 

 

明 

昭 



4

土木学会 平成21年度 全国大会 
と　き：平成21年９月２日（水）～４日（金） 
ところ：福岡大学七隈キャンパス〔学術講演会、研究討論会、特別講演会（入場無料）、 
 全体討論会（入場無料）〕 
　　　：エルガーラパサージュ広場〔パネル展示（入場無料）〕 

～注目の会議や学会から～ 

　平成21年度の土木学会全国大会が９月２日（水）から４日（金）の３日間、福岡大学

七隈キャンパスを会場として開催されます。 

　今年度のテーマは「これからの日本の社会と土木」として、これからの社会に土木が

できることは何か。もう一度原点に立ち返って、土木が果たす役割について考えるこ

とにしています。 

　大会行事としては、学術講演会、研究討論会、特別講演、全体討論会（パネルディ

スカッション）の他、パネル展示及び国際関連行事が開催されます。パネル展示では、

市民の方々にも興味を持ってご覧頂けるよう、大会テーマに沿った幅広い視点から、

土木のことを理解してもらえるような内容にしたいと考えていますので、多数の皆様

のご参加をお願いします。 

 

土木学会平成21年度全国大会 

（国土交通省 九州地方整備局長） 

全 国 大 会 
実行委員長 岡本　　博 

第5回 アジア幼児体育・健康福祉シンポジウムin福岡 
（5th. A-PEC 2009 in Fukuoka） 

と　き：平成21年8月7日（金）～9日（日） 
ところ：西南学院大学（早良区西新6-2-92） 

21年度コンベンション開催予定件数 1,742件 ～過去最高を記録～ 

　当ビューローが、市外からの参加が見込まれる30人以上のコンベンションについて、主催団体や大学などを

対象に行った調査によると、平成21年度に福岡市内で開催されるコンベンションは1,742件。2年連続で過去

最高を更新しました。参加者数でも、大規模な展示会（福岡モーターショー2009など）の開催により、前年度

比234千人増の3,836千人が予定されています。国際会議の増加などが好調な件数推移の要因ですが、その背

景には福岡の都市的魅力があります。優れたアクセスや充実したコンベンション施設、多彩な食の文化に加え

て、市民の温かいホスピタリティが高く評価されています。コンベンション開催による地元経済への波及効果

は非常に大きいことから、引き続き誘致を進めていきます。 

アジア幼児体育学会 

（西南学院大学人間科学部教授） 

会 長  米谷　光弘 
ワークショップは親子参加（上履き持参）の場合、無料ですので奮ってご参加ください。 
詳しくは、大会のＨＰ（http://www.toptour.co.jp/conv/3702/A-PEC_temp/）をご覧ください。 

　「第5回 アジア幼児体育・健康福祉シンポジウムin福岡」を、日本（早稲田大学：2005年）・韓国（中央大学校：

2006年）・台湾（国立台湾体育大学：2007年）・中国（天津師範大学：2008年）に継続して2009年夏、西南学院

大学で開催します。 

　本大会の共通テーマは、『子どもの未来と遊びの権利―健康・子育て支援への提言―』です。キャッチフレーズ

として、「子どもの元気は地球の力・子どもの笑顔は未来のバロメーター」を掲げ、

“集まれ！アジアの健康家族”≪みんな元気に幼児とＡＳＯ-ＢＯ会≫とキャンペーンを

繰り広げています。 

　国際シンポジウムが8月7日（金）～8日（土）、コミュニティーセンター（東キャンパス）で、

9日（日）は大学体育館（西キャンパス）でワークショップが行われます。 

　今回のワークショップでの新たな試みは、アジア各国（韓国・中国・台湾等）や日本

全国から集まってくれた子どもたちと研究者・指導者・保育者・保護者たちの交流です。

みんな一緒に、笑顔で元気に、楽しく遊び、そして学びたいと願っています。 
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開始 終了 参加人数 参加者地区 開催会場 事務局・問い合わせ先 大会・会議の名称 

7月2日 

7月2日 

7月3日 

7月7日 

7月7日 

7月18日 

7月19日 

8月5日 

8月7日 

8月7日 

8月18日 

8月21日 

8月28日 

9月1日 

9月2日 

9月5日 

9月10日 

9月10日 

9月10日 

9月11日 

9月13日 

9月20日 

9月20日 

9月22日 

9月27日 

7月21日 

8月1日 

8月8日 

8月21日 

8月24日 

8月26日 

9月19日 

9月27日 

7月3日 

7月3日 

7月4日 

 

7月9日 

7月19日 

7月20日 

8月7日 

8月8日 

8月9日 

8月21日 

8月22日 

8月30日 

9月4日 

9月4日 

9月6日 

 

9月11日 

9月12日 

 

9月15日 

 

9月23日 

9月23日 

 

7月29日 

8月2日 

8月9日 

8月23日 

8月26日 

8月30日 

9月20日 

 

運輸労連第42回定期大会 

第21回日本頭蓋底外科学会 

第45回日本肝癌研究会 

平成21年度 福岡県産業安全衛生大会 

日本都市交通労働組合 第75回定期大会 

第１２回日本医薬品情報学会総会・学術大会 

一般社団法人日本小動物獣医師会 2009年年次学会 

第41回全国公立小中学校 事務研究大会 福岡大会 

第41回胃病態機能研究会 

第5回アジア幼児体育・健康福祉 シンポジューム 

 

 

 

日本経営学会第８３回大会 

土木学会 平成21年度全国大会 

ケア・ワークモデル研究会 第3回学術総会 

第53回中小企業団体九州大会 

 

 

第33回国際キワニス日本地区 年次総会 

第24回生体機能化学シンポジュム 

福岡ー釜山友情年記念式典 

第11回福岡古楽器音楽祭 

日本医療マネジメント学会 第8回九州・山口連合大会 

 

平成21年度金鷲旗 玉竜旗高校柔剣道大会 

ＫＹＵＳＨＵ ＳＵＮｰＣＵＰ ０９ 

少年玉竜旗争奪剣道大会 

 

 

西日本学生ハンドボール 選手権大会 

第2回スーパーＪＲ選手権大会 

日本ハンドボールリーグ福岡大会 
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1,600 
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1,000 
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全　国 

全　国 

全　国 

県 

全　国 

全　国 

全　国 

全　国 

全　国 

国　際 

国　際 

九　州 

九　州 

全　国 

全　国 

全　国 

九　州 

全　国 

全　国 

国　際 

全　国 

国　際 

全　国 

西日本 

国　際 

全　国 

全　国 

全　国 

全　国 

九　州 

西日本 

国　際 

全　国 

アクロス福岡 

アクロス福岡 

福岡国際会議場 

福岡市民会館 

JALリゾートシーホークホテル福岡 

九州大学医学部百年講堂 

福岡国際会議場 

福岡国際会議場・都久志会館 

ホテルニューオータニ博多 

西南学院大学他 

福岡国際会議場 

アクロス福岡他 

福岡国際会議場 

九州産業大学 

福岡大学 

福岡大学 

福岡サンパレス 

福岡大学 

JALリゾートシーホークホテル福岡 

ホテル日航福岡 

九州大学医学部百年講堂 

マリンメッセ福岡 

アクロス福岡・あいれふ 

福岡国際会議場 

都久志会館 

マリンメッセ福岡 

シーサイドももち海浜公園 

福岡県立スポーツ科学情報センター 

福岡県立総合プール 

福岡市民体育館他 

福岡市民体育館他 

福岡市民体育館 

福岡市民体育館 

０３－３５０３－２１７１ 

０９２－６４２－５５２４ 

０９２－７５１－３２４４ 

０９２－２６２－７８７４ 

０３－３４５１－５２２１ 

０９２－６４２－５９２１ 

０３－５４１９－８４６５ 

０９２－４３１－２７３９ 

０９２－６４２－５４６６ 

０９２－８２３－２５０２ 

０９５２－２８－８６４３ 

０９２－７１３－７３３８ 

０９２－４１１－９９３６ 

０９２－６７３－５３００ 

０９２－７１７－６０３１ 

０９２－８６１－４６２４ 

０９２－６２２－８７８０ 

０９２－８７１－６６３１ 

０９２－６４２－５６０３ 

０９２－７４１－７０９０ 

０９２－８０２－２８５０ 

０９２－７１１－４０２３ 

０９２－７４１－９５４１ 

０９４８－２９－７０３９ 

０１２０－１６４－２９０ 

０９２－７１１－５５３０ 

０９２－７４１－６３１０ 

０９２－８５２－５６３３ 

０９２－５６２－７０６６ 

０９２－６５１－１４６５ 

０９４０－３５－１４６０ 

０３－５６６９－５８６１ 

０９２－８７１－６６３１ 
（内線６７１５） 
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ＩＣＲＯＳｰＳＩＣＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｊoint Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ 2009
（ＩＣＣＡＳｰＳＩＣＥ２００９） 

平成21年度 全日本私立幼稚園連合会 
九州地区会 第25回教師研修大会福岡大会 

（社）日本青年会議所九州地区協議会 
九州地区大会2009ｉｎ福岡 

エレクトロニクス実装学会 
第１９回マイクロエレクトロニクス シンポジウム（ＭＥＳ2009） 

第16回日本排尿機能学会 
（Ｔｈｅ４ｔｈＰａｎＰａｃｉｆｆｉｃＣｏｎｔｉｎｅｎｃｅＳｏｃｉｅｔｙＭｅｅｔｉｎｇ） 

福岡アジア文化賞20周年記念 
ムハマド・ユヌス氏講演会 

平成21年度全国中学校体育大会 
第49回全国中学校水泳競技大会 

第10回全九州私立高等学校 
男女バレーボール選手権大会 

連合会 

医学研究院脳神経外科 

全日本運輸産業労働組合 

九州大学大学院 

第45回日本肝癌研究会 
運営事務局 

（社）福岡県労働基準協会連合会 

 日本都市交通労働組合 

九州大学病院薬剤部 

一般社団法人 

 

日本小動物獣医師会 

第41回全事研福岡大会 
実行委員会（住吉小内） 

 
九州大学大学院 
消化器・総合学科 

 
アジア幼児体育学会 

 ＩＣＣＡＳｰＳＩＣＥ2009実行委員会 

（社）福岡県私立幼稚園振興協会 

（社）福岡青年会議所 

 九州産業大学 経営学部 

土木学会全国大会 
実行委員会事務局 

福岡大学 スポーツ医学研究室 

福岡県中小企業団体中央会 

福岡大学 工学部 電子情報工学科 

 
九州大学大学院 

 

医学研究院泌尿器科学分野 

福岡キワニスクラブ 事務局 

 九州大学工学研究院 

 

応用化学部門 

福岡市姉妹都市委員会 

18世紀音楽祭協会 

日本医療マネジメント学会 
第8回九州・山口連合大会事務局 
 
福岡アジア文化賞 委員会事務局 

西日本新聞社事務局 

ＫＹＵＳＹＵ ＳＵＮｰＣＵＰ実行委員会 

 少年玉竜旗争奪剣道大会 

 

事務局（藤田成一） 

福岡市中学校体育連盟 

 全九州私立高等学校 

 

バレーボール連盟 

九州学生ハンドボール連盟 

ＮＰＯ法人アマチュア 

 

エアロビクス連盟 

 
福岡県ハンドボール協会 



新賛助会員様紹介 （順不同） 皆様のご入会を 
お待ちしております 092（733）50501

お問い合わせ 会 費 

（担当：南里・戸簾） 新たにご入会いただきました。 

ダイワロイヤル（株） 
※主な業務／ダイワロイネットホテル博多祇園 
福岡市博多区祇園町1-24
1092－281－3600

http://www.daiwaroynet.jp/

年間１口 
２万円から 

（財）福岡アジア都市研究所 
※主な業務／都市政策に関する調査研究 
福岡市中央区天神1-10-1
1092－733－5686

http://www.urc.or.jp/

クリエイティヴアダック（株）福岡（営） 
※主な業務／公共広報･広告企画制作全般 
福岡市博多区博多駅東3-1-29
1092－433－8620

http://www.c-adac.com/

（株）ウェルホールディングス 
※主な業務／ウェルキャビン中洲（カプセルホテル） 
福岡市博多区中洲5-2-1 Jパーク中洲ビル7F/8F
1092－263－1313

http://www.wellcabin.info/index.html

博多輸出絹織（株） 
※主な業務／博多織小物･シルク靴下の製造販売 
福岡市南区塩原4-19-15
1092－541－2434

http://www.rakuten.co.jp/hakatasilk/

デリカ食品（株） 
※主な業務／仕出し弁当 つじ蔵 
福岡県糟屋郡須恵町須恵825-3
1092－931－0202

http://www.tsujikura.com/

ジェイアール九州バス（株） 
※主な業務／高速バス・貸切バス・路線バス運送事業 
福岡市博多区堅粕2-22-2
1092－642－8121

http://www.jrkbus.co.jp/

（株）樋口金十郎商店 
※主な業務／イベント関連商品の企画販売 
福岡市博多区美野島2-15-4
1092－431－5775

http://kinjuro.co.jp/

（株）彩ユニオン 九州支店 
※主な業務／陳列什器のレンタル・販売、展示会装飾 
福岡市博多区博多駅南6-2-21
1092－441－6731

http://www.saiunion.co.jp/

エース印刷（株） 
※主な業務／印刷・製本・マルチメディア関連業務 
福岡市中央区大濠1-6-9
1092－741－9090

http://www.acekk.co.jp/

城島印刷（株） 
※主な業務／印刷全般・出版・ホームページ制作 
福岡市中央区白金2-9-6
1092－531－7102

http://www.kijima-p.co.jp/

（株）コーユービジネス 福岡（営） 
※主な業務／印刷全般（Zカード印刷国内唯一製造） 
福岡市博多区博多駅前3-22-6
1092－411－3681

http://www.koyu.co.jp/
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－ 平成２０年度 事業報告書から － 

平成２０年度収支決算 

　平成20年度に実施した事業について、5月の評議員会と理事会に報告しました。内容は下記のとおりで
すが、コンベンション誘致件数の増加や、クルーズ船による中国からの観光客の増加が特に目立ちました。 
 

１．観光客の誘致 
　クルーズ船による観光客の急増や個人観光客の訪
日解禁など、中国市場の将来性が期待できることから、
北京や上海、香港などで観光プロモーションを実施｡
また、中国南部からの誘致促進を図るため、広州市旅
遊局と観光協力協定を締結しました。その他、韓国
やシンガポールなどでも福岡をPRしました。 

 

２．コンベンションの誘致･支援 
　福岡や首都圏の大学、学会･大会の事務局などに誘
致活動を行い、20年度は25件の国際会議を含む
142件の誘致に成功しました。その中には2011年
開催のコントラクトブリッジ世界大会や日本分子生
物学会(2012年)、全国レクリエーション大会
(2013年)など大規模な大会が多く、波及効果が期
待されます。また、開催支援や助成においても、コン
ベンションサポート制度を創設するなどの拡充を図
りました。その他、韓国と台湾からのインセンティ
ブツアーの誘致に取り組みました｡ 

３．利便性向上と魅力増進 
　観光案内所の運営管理、ガイドブックやウェルカ
ムカード、フリーペーパーの発行のほか、外国から
のお客様へのサービス向上を図って、市民や留学生
などで構成されるウェルカム･サポーター制度を創設
しました。 

 
 

４．広報宣伝など 
　観光、コンベンションに関する最新の情報を提供
するため､ホームページをリニューアルしました。ま
た､賛助会員交流会や国内調査研修を実施し、情報の
収集･発信などを行いました。 

 

一般会計及び特別会計の合計 

収入の部 312，247，180円 
支出の部 300，572，985円 
次期繰越収支差額 11，674，195円 
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編 集 
後 記 

●福岡市では､毎年9月の「アジアマンス」に多

彩なイベントを開催｡市民が多様なアジアの文

化に親しむ機会となっています●なかでも今

年は「第4回福岡トリエンナーレ」が必見｡アジ

ア美術の展示や最新動向の紹介､注目のアーティ

ストたちによる公開制作など､アジアを体感で

きるプログラム満載で4年ぶりに開催されます

●9月5日～11月23日､福岡アジア美術館でど

うぞ｡ 

（お問い合わせは、同美術館1092-263-1100） 

　博多の伝統的芸能「博多にわか」の大会が今年も開催
されます。江戸時代から伝わる芸能で福岡市無形民俗
文化財に指定されています。愛好者でつくる「博多仁
和加（にわか）振興会」の主催で、軽妙な「オチ」が魅力
の「一口にわか」や「掛け合いにわか」のほか、芝居仕立
ての「段物にわか」などが上演されます。入場無料です。
どうぞお気軽にご来場下さい。 

段物にわか｢猛犬に注意｣の一場面（昨年の大会から） 

◎日　時／８月23日（日）13:00～（開場12：00） 
◎会　場／福岡市中央市民センター（福岡市中央区赤坂2-5-8） 

◎お問い合わせ／博多仁和加振興会事務局 

　　　　　　　　（1092－733－5050） 

第53回
 

第53回
 博多盆仁和加大会 博多盆仁和加大会 博多盆仁和加大会 

笑いで暑さを吹き飛ばす 笑いで暑さを吹き飛ばす 
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