
外国人旅行者が福岡に戻ってきました！ 
～中国発クルーズ船が8月から寄港再開～ 

東日本大震災以降、大幅に減少

していた外国人旅行者が戻ってき

ました。なかでも注目は、中国発ク

ルーズ船の寄港再開です。震災の

影響で、今年は4月から運航を休

止していましたが、8月3日の「レジ

ェンド・オブ・ザ・シーズ」を皮切りに、

8月28日の「コスタ・クラシカ」と相

次いで博多港への寄港が再開され

ました。毎回1,200人以上の外国

人旅行者が、福岡での滞在を楽し

んでいます。当ビューローは観光

案内業務やウェルカムゲートの運

営などでおもてなしに努めています。 

福岡の街は中国発クルーズ船の博多

港寄港再開もあり、国内外の旅行者

で活気づいています。 

今回は、クルーズを中心に福岡での 

おもてなしを紹介します！ 

○特集：外国人旅行者が福岡へ 

○「ありがとう」キャンペーンを展開 

○秋・冬の体験＆まちあるき「福たび」 

コスタ・クラシカ 
＜Costa Classica＞ 

コスタ・クルーズ社（イタリア船籍） 
総トン数 52,926ｔ　定員 1,766名 

8月3日「レジェンド・オブ・ザ・シーズ」初寄港時に 
ウェルカムゲートで船長と記念品を交換 

8月28日「コスタ・クラシカ」初寄港時のセレモニー 
博多港発の日本人向けクルーズ商品もこの日から実施 
日本人クルーも増員しておもてなし 

○クルーズ客船のレポートはビューローのホームページ 
　「クルーズニュース」　http://www.welcome-fukuoka.or.jp/info/genre/31/1.html 
○2011年クルーズ客船寄港予定　http://www.port-of-hakata.city.fukuoka.lg.jp/guide/cruise/index.html

レジェンド・オブ・ザ・シーズ 
＜Legend of the Ｓeas＞ 

ロイヤルカリビアン社（バハマ船籍） 
総トン数 69,130ｔ　定員 2,074名 
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福岡市では、東日本大震災後に日本に来てくれた外国
人観光客に対して「来てくれてありがとう！」の感謝の気持
ちと「また福岡を訪れたい」と強く印象に残るおもてなし
の気持ちを形で表すことを目的に「ありがとうキャンペー
ン」を展開しています。 
「レジェンド・オブ・ザ・シーズ」初寄港の8月3日から
スタート！ 
外国船クルーズ客にはロゴマークがデザインされた

「うちわ」を、天神・博多地区の商業施設でショッピングや
観光施設を利用した外国人観光客には「バッジ」を配布し、
「ありがとう」の気持ちを伝えています。 

クルーズ船に限らず、福岡市を訪れる外国人旅行者
は増加傾向にあります。 
福岡では官民一体となって、クルーズ寄港時の街路

名や商業施設の外国語表示、地下鉄やバス主要路線
での多言語音声案内など外国人受け入れのための取
り組みを行っています。 
しかし、大切なのは心からのおもてなし。うれしいこ

とに今年8月、じゃらんリサーチセンターが発表した「中
国、韓国、台湾からの訪日旅行者による満足度調査」で、
福岡は総合満足度で韓国人から1位に選ばれ、台湾人
旅行者からも高い満足度を得ました。 
これからも関係者一丸となって「何度も来たくなる福岡」

を推進しましょう！ 

博多券番の芸妓さんがおもてなし 
記念撮影に大人気！ 

福岡市消防音楽隊は演奏の後、 
またの来福を願い手を振って見送り 

クルーズの乗客も船上から記念撮影 船が出港するときには音楽や 
パフォーマンスで見送ります 

じゃらんリサーチセンター　インバウンド調査 
http://jrc.typepad.jp/jrc/files/research/inbound_ninkihoumonchi_2011.pdf

キャンペーン概要 
■実施主体：We Love天神協議会・博多まちづくり推進協議会・ 
　　　　　　（財）福岡観光コンベンションビューロー・福岡市 
■実施期間：平成23年8月3日～平成24年3月末まで 
■実施内容：①天神・博多地区の商業施設や観光施設等で、外国人観光客に「バッジ」を配布 
　　　　　　②外国船クルーズ客を対象にロゴマークがデザインされた「うちわ」を配布 
　　　　　　③博多港岸壁や天神・博多地区にロゴマークがデザインされた「のぼり旗」を掲示 

外国人旅行者に対して 
「ありがとうキャンペーン」を展開 

福岡のまちは外国人旅行者に 
どう映る？ 

お辞儀の時、「手を重ねる」所作を表し、「ありがとう」の気持ちを伝えます。 

●「ありがとう」の気持ちはこんなところにも 

博多港からバスに乗る韓国人旅行者 博多券番を鑑賞するクルーズのツアー 

ドラッグストアで買い物を楽しむツアー客 

クルーズ利用客を増やすため、中国の 
雑誌社の取材も 
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クルーズ船寄港時には、港や天神エリアの商業施設に語学ボランティ
アの「ウェルカム・サポーター」を配置しています。クルーズ船で福岡を訪
れた観光客が観光や買い物を楽しむ時の言葉の壁をなくし、満足してい
ただくことが狙いです。 
このおもてなしをさらに充実するため、クルーズ船寄港に向けてウェルカ

ム・サポーターの研修を7月に4回実施し、約100名のサポーターが
参加。観光客に応対する際のおもてなしの心構え、実際に問い合わせ
の多い項目等研修を行い、サポーターは熱心に受講していました。 

乗客への観光案内は大忙し 

船側から見たウェルカムゲート 

クルーズ船乗客をお迎えする『ウェルカムゲート』が稼働開始！ 

さらなる「おもてなし」の充実のために 

クルーズ船寄港に向けてウェルカム・サポーターの研修を実施 

フリーWi-Fiでネットを楽しむクルー 

素麺の試食販売は大好評 

大人気の法被の試着イベント 

テレビ局の取材も行われました 

乗船客であふれるウェルカムゲート 

大勢の買物客でにぎわう物販スペース 

様々なお土産が並ぶ物販スペース 

「ウェルカムゲート」２つのおもてなし 

インフォメーションスペースでは、乗客に向けた福岡の観
光案内やガイドブック、マップを配布したり、乗客の福岡観光
を中国語・韓国語・英語でサポートしています。また、おもてな
しの一環として、フリーWi-Fiを提供しており、乗客やクルーの
ネットでの情報収集や情報発信にご好評いただいています。 

プロモーション（物販）スペースでは福岡ならではの
お菓子、伝統的なお土産、家電、アクセサリー、生活雑貨
を販売。乗船前のお買物の場所として大変喜ばれています。
福岡や九州の物産を紹介するプロモーションスペース
では、試食販売や法被の試着イベント等も行っています。 

クルーズ船乗客の観光をサポート 
インフォメーションスペース 

クルーズ船乗客のお買い物をサポート 
プロモーション（物販）スペース 

「ウェルカムゲート」２つのおもてなし 

ウェルカム・サポーター（語学ボランティア）随時募集中です！ 
詳しくは当ビューローホームページをご覧ください。 
http://www.welcome-fukuoka.or.jp/

ウェルカムゲート物販スペース出品にご興味をお持ちの企業様はコンベンションビューローまでお問い合わせください。 

はっぴ 



注目の会議や学会からPick Upコンベンションニュース 

第21回太陽光発電国際会議 
２０１１年度日本消化器関連学会週間 
（ＪＤＤＷ２０１１）の開催に際して 

このたび平成23年10月20日（木）～23日（日）の４日間、
福岡において第53回日本消化器病学会大会（井廻道夫）、
第８２回日本消化器内視鏡学会総会（松井敏幸会長）、第
15回日本肝臓学会大会（高後裕会長）、第9回日本消化器
外科学会大会（白水和雄会長）、第49回日本消化器がん検
診学会大会（乾和郎会長）、そして第42回日本消化吸収学
会総会（杉本元信会長）の合同による、ＪＤＤＷ2011を開催
する運びとなりました。 
また、会期中にThe Southern California Research 
Center for Alcoholic Liver and Pancreatic Diseases 
(ALPD) & Cirrhosisと米国NIH、日本消化器病学会、日本
肝臓学会の共催でThe 6th International Symposium on 
ALPD and Cirrhosisも開催されます。 
今回も各学会長のもと、シンポジウム25、パネルディスカ

ッション23、ワークショップ25を始め、80の主題テーマに
より、消化器の全域をもれなくカバーするように企画しました。 
1993年から始まったJDDWも今年で19回目を迎えます。
昨年から新たに日本消化器外科学会が加わり、参加者は約
2万人に増加しました。 
JDDWは異なる消化器病領域の医師、研究者が一堂に会

し、学術交流できる機会であり、その重要性はますます高ま
っていると考えています。 
今年は久しぶりの福岡での開催です。実りある学術週間

になることを全学会関係者一同祈願いたしております。 
 
JDDW2011運営委員会　　  委員長  井廻　道夫 
 第53回日本消化器病学会大会　　　会長　井廻　道夫 
 第82回日本消化器内視鏡学会総会　会長　松井　敏幸 
 第15回日本肝臓学会大会　　　　　会長　高後　　裕 
 第９回日本消化器外科学会大会　　　会長　白水　和雄 
 第49回日本消化器がん検診学会大会　会長　乾　　和郎 
 第42回日本消化吸収学会総会　　　会長　杉本　元信 

太陽光発電国際会議 実行委員長 

冬木　隆 

太陽光発電システムは、クリーンエネルギ
ーを創成し、環境にやさしい持続的発展社会
を実現していくための重要な手段として大き
な期待が寄せられています。全世界で普及、
導入が急進展しており、国を支える基幹的エ
ネルギー源としての可能性を明確に示しつ
つあります。 
福岡市のヒルトン福岡シーホークにて、

2011年11月28日（月）から12月2日（金）に
開催される本国際会議においては、太陽光発
電に関する広範な諸課題、すなわち、光と電
力変換の基礎物性、太陽電池材料・プロセス、
モジュールおよび周辺機器、太陽光発電シス
テム、さらには普及施策などが発表、討議され
ます。すでに招待講演を含む700件以上の講
演が予定されており、産業界・学界・公的機関
を問わず、研究開発者や専門家が幅広く参集
し、次世代の社会が目指すべき新しいエネル
ギーシステムのあり方を検討、考案していく
絶好の場となることが期待されます。本会議
に付随して、青少年や一般の方々に太陽電池
や太陽光発電システム
に関して分かり易く紹
介する公開シンポジウ
ムや、地元企業や自治
体などの参画による展
示なども企画されてい
ます。多くの皆様方のご
注目とご参加をお願い
いたします。 

福岡空港内大型スクリーン｢空ＮＥＴビジョン｣で学会、大会の歓迎コンテンツ放映 
福岡空港の各ターミナルに設置されている｢空ＮＥＴビジョン｣は、福岡

空港ビルディング（株）の運営により、通常、観光ＰＲやお知らせ、ビジット
ジャパン事業に係る外国人旅行者への歓迎メッセージなどが随時放映さ
れていますが、同社のご厚意により、現在1,000名以上参加の大規模大会・
学会の歓迎コンテンツを放映していただいています。大会主催者や、ご出
席の方 よ々り福岡開催のＰＲになるとご好評いただいています。放映は無
料です。おもてなしの気持ちで、福岡空港に到着された参加者に歓迎を表
す一つの方法として取り組んでいます。放映期間や内容のご相談ならび
に放映の可否につきましては福岡空港ビルディング（株）にて調整、判断さ
せていただきますのでご了承ください。なお、非営利目的の内容に限らせ
ていただきます。 

放映可能データ規格　◆ 制止画　JPG，BMP（Bit Map） 
　　　　　　　　　　◆ 動画　　PPS，SWF，WMV，MPEG，MPG，MP2

国内線第3ターミナル1階到着ロビー 
「第13回日本褥瘡学会学術集会」案内メッセージ 
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開始 終了 
参加者 
総　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 

10月～12月 ※内容が変更になる場合があります 
10月2日 

10月7日 

10月8日 

10月14日 

10月15日 

10月17日 

10月20日 

10月22日 

10月27日 

10月28日 

11月1日 

11月2日 

11月4日 

11月5日 

11月8日 

11月5日 

11月16日 

11月20日 

11月23日 

11月26日 

11月25日 

11月26日 

11月26日 

11月28日 

11月30日 

12月2日 

12月10日 

12月12日 

12月16日 

10月1日 

10月9日 

11月20日 

11月13日 

12月4日 

10月2日 

10月8日 

10月9日 

10月15日 

10月16日 

10月20日 

10月23日 

10月23日 

10月28日 

10月30日 

11月2日 

11月4日 

11月6日 

11月6日 

11月9日 

11月6日 

11月18日 

11月20日 

11月24日 

11月26日 

11月26日 

11月26日 

11月26日 

12月2日 

12月2日 

12月3日 

12月11日 

12月13日 

12月17日 

10月2日 

10月9日 

11月20日 

11月13日 

12月4日 

2,500  

1,000  

400 

1,500  

1,200  

250 

18,000 

500 

700 

1,250  

2,000  

230 

2,500 

200 

200 

400 

200 

250 

300 

600 

1,000  

1,000  

250 

700 

250 

150 

600 

800 

100 

950 

500 

1,000  

2,000  

600

平成２３年度日本内科学会生涯教育講演会Ｂセッション 

第３８回日本肩関節学会 

日本中国学会第６３回大会 

第４９回日本糖尿病学会九州地方会 

第６４回九州精神神経学会　第５７回九州精神保健学会 

第１２回国際多感覚研究フォーラム 

ＪＤＤＷ２０１１（第１９回日本消化器関連学会週間） 

 

第５６回日本聴覚医学会総会および学術講演会 

 

第１６回日本看護サミット福岡’１１ 

第２１回日中形成外科学会 

第２８回日本障害者歯科学会総会および学術集会 

日本特別ニーズ教育学会第１７回大会（福岡） 

 

九州地区子ども会育成研究協議会 

第９回構造物に作用する衝撃荷重に関する国際会議 

第６４回日本薬理学会　西南部会 

第７６回日本民族衛生学会総会 

第２１回産業医・産業看護全国協議会 

第２４回日本総合病院精神医学会総会 

第２５回日本教育技術学会 

第１９回日本ステロイドホルモン学会 

第２１回太陽光発電国際会議　ＰＶＳＥＣ－２１ 

第３回 ＩＥＥＥ 知的ネットワークと協調システムに関する国際会議 

第９回日本胎児治療学会学術集会 

第２８回日本薬学会九州支部大会 

第４９回日本社会保険医学会総会 

第５回アジア遠隔医療シンポジウム 

 

第４７回九州実業団剣道大会 

第１５回イーストカップ２０１１チャンピオンシップ大会 

福岡県民さわやかマラソン大会 

第６５回福岡国際マラソン選手権大会 

全国 

全国 

全国 

九州 

九州 

国際 

国際 

九州・沖縄 

全国 

国際・全国 

全国 

国際 

国際 

全国 

国際 

九州・沖縄 

国際 

西日本 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

国際 

国際 

全国 

九州 

全国 

国際 

全国 

九州 

全国 

全国 

国際 

福岡市民会館 

福岡国際会議場 

九州大学 箱崎キャンパス 

アクロス福岡 

福岡国際会議場 

アクロス福岡 

福岡国際会議場・マリンメッセ他 

ホテルニューオータニ博多 

アクロス福岡 

福岡国際会議場他 

福岡国際会議場　福岡サンパレス 

福岡大学病院 福大メディカルホール 

福岡国際会議場 

福岡教育大学 

ヒルトン福岡シーホーク 

エルガーラホール 

福岡国際会議場 

ＫＫＲホテル博多 

福大メディカルホール 

アクロス福岡 

福岡国際会議場 

アクロス福岡 

福岡大学病院メディカルホール 

ヒルトン福岡シーホーク 

福岡工業大学 

九州大学医学部百年講堂 

福岡大学薬学部１７号館 

福岡国際会議場 

九州大学病院 

海の中道海浜公園 

福岡武道館 

アクシオン福岡 

海の中道海浜公園 

福岡市内 

（社）日本内科学会 

福岡大学筑紫病院整形外科 

九州大学文学部中国哲学・文学研究室 

 

 

東北大学電気通信研究所 

日本消化器関連学会機構 

 

九州大学医学研究院臨床医学部門 

㈱コングレ　九州支社 

 

福岡大学病院形成外科 

株式会社インターグループ 

 

産業医科大学 

福岡県子ども会育成連合会 

九州大学大学院工学研究院 

第一薬科大学 

福岡大学医学部公衆衛生学 

株式会社アクシス内 

株式会社アクシス内 

日本教育技術学会 

 

 

ＩＮＣOＳ－２０１１ バロリ レオナルド 

九州大学小児外科医局 

福岡大学薬学部 

社会保険久留米第一病院 

アジア遠隔医療開発センター 

 

 

イーストカップ実行委員会 

 

福岡国際マラソン事務局 

03-3813-5991 

092-921-1011 

092-642-2396 

092-716-7116 

092-732-6363 

022-217-5461 

03-3573-1254 

092-582-3929 

092-642-5668 

092-716-7116 

092-631-1141 

092-801-1011 

092-712-9530 

0940-35-1520 

093-691-7401 

092-947-7433 

092-802-3370 

092-541-0161 

 

093-603-8786 

093-603-8786 

043-290-2572 

 

03-3219-3541 

092-606-4970 

092-642-5573 

092-871-6631(代) 

0942-33-1211 

092-642-5014 

090-8625-5467 

092-761-3031 

090-8352-0034 

092-643-6001 

092-411-1137

全国重症心身障害児（者）を守る会 
第１４回九州沖縄ブロック福岡大会 

第４８回日本小児アレルギー学会　第１６回アジア太 
平洋小児アレルギー呼吸器免疫学会合同学術大会 

産業医科大学国際シンポジウム 
「原子力災害対応労働者の産業保健」 

福岡トライアスロンフェスタ２０１１・スーパー 
キッズ選手権大会／ＥＫＩＤＥＮイン福岡 
 

㈱日本旅行九州イベント 
コンベンションセンター 

第４９回日本糖尿病学会 
九州地方会運営事務局 

全国重症心身障害児（者） 
を守る会福岡県支部 

第１６回日本看護サミット福岡’１１ 
開催事務局（福岡県看護協会内） 

福岡教育大学特別支援教育 
講座猪狩恵美子研究室 

第１９回日本ステロイド 
ホルモン学会事務局 

株式会社ＩＣＳコンベンション 
デザイン気付ＰＶＳＥＣ２１事務局 

092-801-1011(代) 
内線3645

092-801-1011 
EX3645

福岡トライアスロンフェスタ 
運営委員会事務局 

九州実業団剣道連盟 
（九州電力広報部内） 
 

福岡県民さわやかマラソン 
大会事務局 
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平成22年１月からスタートした「ふくおか 福たび」は、市民が企画・
主催する体験＆まち歩きのプログラム。一年を通して開催し、福岡の歴
史や、季節ならではの深い魅力を発見できる様々なプログラムが体験
できます。特に、今年の秋は、福岡のお祭りやイベントを満喫できるプロ
グラムが目白押し！ 花や紅葉といった福岡の自然を体感できるものや、
風流に秋の夜長を楽しむもの、また福岡ならではの食文化を堪能でき
るプログラムなど盛りだくさん！ 
この他にも、年間通じて利用できるメニューもいっぱい。最新情報は

「ふくおか 福たび」のホームページをご覧ください。また、「食」をテーマ
にした冬の福たびを募集中です。こちらもホームページをチェックして
ください。 

福岡市観光案内ボランティア主催で2回目を迎える「博多情緒めぐり」

が開催されます。観光案内ボランティアガイドが魅力的でわかりやすい

説明をしながら、福岡・博多の歴史や文化、そして、ガイドブックには載っ

ていないスポットなどをご案内します。 

　

秋は夜、冬はグルメ！　福岡を深く楽しむ 

体験＆まち歩きツアー「ふくおか 福たび」 

博多情緒めぐり 「来てんしゃい！見てんしゃい！歩いてんしゃい！」 

天神、博多
の福岡市観
光案内所、JR
九州の主要駅
を中心に配布 

日付による検索や、アフターコンベンションに対応できる 
プログラムも掲載。プログラム主催の応募もここから 

http://yokanavi.com/jp/fukutabi/ 

 ふくおか 福たび 検 索 または 
※主催：福岡市 
　福たび事務局：（財）福岡観光コンベンションビューロー 
※各商品のお問い合わせは、各プログラム主催者へ 

秋はこんな「福たび」！ 秋はこんな「福たび」！ 秋はこんな「福たび」！ 

【日　程】 第一期 10月14日（金）～10月18日（火） 
　　　　 第二期 10月27日（木）～10月31日（月） 
　　　　 第三期 11月  9日（水）～11月13日（日） 

【コース】 特別コースを含み、9コース 
　　　　 ①博多寺社とJR博多シティ　②商都博多のパワースポット 
　　　　 ③博多小話　二千年の浪漫　④秀吉と博多商人の心意気 
　　　　 ⑤中洲今昔物語と天満宮　　⑥福岡藩主の菩提寺と東公園界隈 
　　　　 ⑦商・遊・食～住吉再発見！　　⑧博多町筋とベイサイドの香り 
　　　　 ◎特別コース 博多券番・芸妓とのふれあい 

【予約・問合せ】 080-3370-2759 
　　　　　　  受付期間：11月12日（土）まで　受付時間：10時～16時 

秋ならではのプログラムの 
ほんの一例を紹介しています。 
詳しくはホームページを！ 

ガイドと一緒に 
秋の能古島を散策 
「のこのこガイドツアー」 

座禅座禅に手まり寿司寿司！　 
ひばり観音観音も見学見学 
「油山観音体験油山観音体験ツアー」 

座禅に手まり寿司！　 
ひばり観音も見学 
「油山観音体験ツアー」 

活気活気あふれる博多博多の台所台所 
柳橋連合市場柳橋連合市場で食べ歩き 
「いちばよかもんめぐり」 

活気あふれる博多の台所 
柳橋連合市場で食べ歩き 
「いちばよかもんめぐり」 

「博多博多なでしこ物語物語」 
着物着物でライトアップされた 
博多博多の寺社寺社をめぐります 

「博多なでしこ物語」 
着物でライトアップされた 
博多の寺社をめぐります 
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「福岡－広州－釜山  インターンシップ交流事業！」 
福岡市と福岡市姉妹都市委員会では、中国広州

市及び韓国釜山広域市で日本語を学ぶ大学生に、

日本での就労体験を通して日本の文化や福岡につ

いて理解を深めてもらい、併せて3都市の友好と人

材育成、国際交流促進のため、インターンシップ交

流事業を行っています。当ビューローも7月25～29

日に、広州市の広東外語外貿大学2年の林嫣怡（り

ん えんい）さんと釜山広域市の釜慶大学4年の韓有

珍（はん ゆじん）さん2名を受入れました。研修期間

中はＪＲ博多駅観光案内所での接客体験、福岡商工

会議所河部会頭・九州産業大学千商学部長表敬、観

光ボランティア定時ツアーの同行、多言語ガイド研

修会への参加、博多港・コンベンション施設見学、ア

ジア太平洋こども会議帰国支援等を通して、福博の街・

人・文化に触れてもらいました。短い期間でしたが、

これを糧に彼女達が、将来の日中韓交流の架け橋と

して活躍してくれる事を期待しています。 

外国人旅行者に役立つ「外国人もてなしの便利ツール」 
　　　　　　　　　＆　Visit Japan おもてなしキャンペーン 

今回の特集（1～2P）でも紹介しましたように、外国人旅行者

が急速に戻りつつあります。 

外国人向けの集客やおもてなしに役立つ便利な情報をビュー

ローのHP「外国人もてなしの便利ツール」に掲載しています。各

言語のガイドブックのダウンロードや九州の高速道路MAP、指さ

し会話集などがありますのでチェックしてください。 

特にガイドブックには、外国人向けの特典ページもあり活用さ

れています。このような外国人旅行者向け特典の募集は、観光庁

が「Visit Japan おもてなしキャンペーン」で行っており、新規事

業者登録を開始しています。 

下記HPから登録をして、企業・施

設情報、外国人旅行者への来店特典

などを提供すると、海外向けビジット・

ジャパンWEBサイトで8カ国語に翻

訳し、世界に向けて紹介されます。登

録は無料。この機会に試してみませ

んか？ 

○ビューローホームページ ＞ 観光業のみなさまにお役立ち情報 ＞ 外国人もてなしの便利ツール 
　http://www.welcome-fukuoka.or.jp/travelinfo/295.html 

○「Visit Japan おもてなしキャンペーン」 ご協賛事業者向けWEBサイト 
　https://www.visitjapan-partner.jp/  
　ビジット・ジャパン・キャンペーン・サポート事務局 
　開設期間：5月9日～2012年3月31日 
　103-5447-7025（土日祝日休／10：00～17：00） 

ビューローのスタッフと 

ビューローホームページ 
「外国人もてなしの便利ツール」 

ビジターズガイドの外国人旅行者向け特典のページ 

博多駅の観光案内所で従事。右が韓さん、左が林さん 
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今年４月から、福岡市役所・ふれあい広場北側緑地（約100㎡）の貸出

を開始しましたところ、たくさんのご利用（九州・山口各地の自治体はもとよ

り遠く北東北３県からも）をいただいております。まだ空日もございます。各

自治体の方、福岡市の中心地から素敵な観光情報やイベント案内等を発

信されてはいかがでしょうか。ぜひ、ご利用ください。利用は無料です。 

今や、師走の博多の風物詩としてすっかり定着した「博多をどり」。 

芸どころ博多の伝統芸能の担い手である博多券番の芸妓衆が、

総出演しておどりを披露する様子は、まさに錦絵巻。博多座でこの

豪華絢爛のひとときを是非、ご堪能ください。 

博多伝統芸能『第二十一回 博多をどり』を開催いたします。 

○公　演　日：平成23年12月9日（金）・10日（土）2日間 
○公演時間：午前の部（11時～）・午後の部（14時30分～）＊2日間とも 
○料　　金：Ｓ席／7,000円　　Ａ席／5,000円　　Ｂ席／3,000円 
　　　　　　Ｃ席／2,000円 
○主　　催：博多伝統芸能振興会 
○公演場所：博多座（福岡市博多区下川端町2-1） 
○チケットのご予約：当ビューロー担当者まで　1092-733-5050

変更内容 
　観光ガイド料：ガイド１人につき1,000円（所要時間 2時間程度） 
　　　　　　　　※参加者10人程度でガイド1人とさせて頂きます。 
　　　　　　　　※案内に要する経費（入場料、食事代など）がかかる場合は、別途、お客様にご負担頂きます。 
　お 問 合 せ：（財）福岡観光コンベンションビューロー（福岡市観光案内ボランティア担当） 
　　　　　　　　1092-733-5050　Fax092-733-5055

○お問い合わせ 
　福岡市総務企画局都市交流推進室（1092-711-4085）又は、当ビューロー担当者まで（1092-733-5050） 

新賛助会員様紹介 （順不同・敬称略） 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：くが・なんり） 新たにご入会いただきました。 
年間１口 
２万円から 

㈱大広九州（出版・広告印刷・デザイン） 

アンプロデュース㈱（イベント企画運営） 

 

㈱シャープドキュメント21ヨシダ福岡支店（事務機器関連） 

中華食彩居酒屋　縁（飲食関連） 

㈱レッツ（出版・広告印刷・デザイン） 

宣伝プロジェクトふくおか合同会社（出版・広告印刷・デザイン） 
福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ11F 

福岡市中央区大名1-8-36大名柴田ビル2F 

 

福岡市南区向野2-4-8クリサス大橋7F 

福岡市博多区下川端町3-1博多リバレイン5F 

福岡市中央区薬院3-16-35 

福岡市中央区天神1-9-17福岡天神フコク生命ビル15F
1092-762-7600 

1092-401-5755 

福岡市博多区祇園町9-1　1092-272-5489 

1092-554-2101 

1092-263-5210 

1092-531-2690 

1092-285-1003

「福岡・博多のまち歩き」をしてみませんか 

福岡市役所・ふれあい広場北側緑地（小規模イベントスペース）ご利用急増中！ 

福岡市は美しい自然と長い歴史の中で育まれた伝統や文化を持った観光都市です。

福岡市観光案内ボランティアはガイドブックだけでは伝わらない福岡市の魅力を「おもて

なしの心」でご案内しています。 

この度、福岡での観光をより一層ご利用しやすく、ご

満足いただけるよう平成23年9月1日から申し込み先

の変更及び料金を改定し、配布用パンフレットもリニュ

ーアルしました。どうぞご利用ください。 

天然温泉袖奏の湯ドーミーインPREMIUM博多・ 
キャナルシティ前（ホテル・旅館） 
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