
（上3点）「がんばろう！！ 日本」をスローガンに開催された 
　　　　「博多どんたく港まつり」 
（下左）震災後初の福岡へのツアーを市長がお出迎え 
（下右）タイのテレビ局から取材を受ける中島経済振興局長 
 

福岡・九州から元気を！ 
～「がんばろう！！ 日本」国内外から集客交流の大作戦～ 

東日本大震災以降、激減した外国人旅行者を呼び戻す動きは、
観光庁をはじめ、国をあげて行われています。ここでは、海外だけで
なく日本国内を含めて、福岡・九州へ旅行者やコンベンションを誘
致する活動をレポート！　当ビューロー、福岡市だけでなく、多くの
力が結集して、笑顔でにぎわう街を呼び戻そうとしています。 

震災後初の香港ツアーを市長がお出迎え 
東日本大震災以降、初の九州への観光客団体ツアーが4月22日、香港から

到着しました。催行旅行会社は香港の『縦横遊』で、参加者は大人13名、子ど

も5名の総勢18名。福岡空港では、九州運輸

局企画観光部、九州観光推進機構、福岡県国

際経済観光課、当ビューローなど各官公庁か

ら関係者がお出迎え。（写真右上） 多くの報道陣

も詰めかけ、九州への誘致にかける関心の高

さをうかがわせました。 

また、福岡市役所前のふれあい広場では、4

月25日に、得島市長お出迎えのランチパーテ

ィーを開催。福岡にちなんだ食材を使った食

事でおもてなしを行い、博多人形のお土産を

手渡しました。（写真右下4枚） 

 

　東日本大震災以後、国内外で復興

＆パワーを発信していく動きが各地

で行われています。福岡も負けずに

元気を発信していきます。 

○特集：国内外からの誘致大作戦 

○2016年ライオンズ国際大会が福岡へ 

○コンベンション開催が続々福岡へ 

○山笠宣伝隊が釜山へ 
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福岡・九州に続々と訪日旅行 

「がんばろう！！ 日本」　どんたくや山笠で福岡から元気を！ 

香港ツアーの旅行者へのインタビューにおいて、

『放射能の心配は？』の問いに、「福岡・九州は、被

災地から1300kmも離れているし、大丈夫と思って

いました。」との声も聞かれました。また、福岡の印象

を尋ねると「街のいたるところが美しく清潔で、人も

親切。礼儀正しいからとてもいいです。」「大変印象

深い場所です。また来たいと思っている。」と答えた

方もいらっしゃいました。 

各国における震災や原発関連のニュース報道も

だんだんと沈静化している中、さらに「安心・安全」の

イメージを伝えようと、九州観光推進機構や各自治

体などでは、海外からのプレスツアーや旅行エージ

ェントの招待旅行を企画・実施。また、各国の旅行社

の企画したツアーなどもあわせて、福岡市や当ビュ

ーローでは福岡空港や博多港でのお出迎えやお土

産の配布をして歓迎をしています。国際会議も引き

続き開催されており、5月26日にはヒルトン福岡シー

ホークで「アジア石油化学工業会議」が行われ、街

中は多くの外国人旅行者でにぎわいました（P6参照）。 

今年で記念すべき50回目を迎えた「博多どんたく港まつり」は、

「がんばろう！！ 日本」がスローガン。福岡市民の祭り振興会の河

部会長や得島市長が「福岡の祭りから元気を！」「もともとは復興

を祈願して、歴史あるお祝いを市民の祭りとしたもの。この願いを

こめてがんばろう」と5月2日の前夜祭でメッセージを発信しました。

震災翌日の3月12日から復興に向けて動きだした、松島の観光

協会の方 と々ともに、仙台から「せんだい・杜の都親善大使」が七

夕祭りの魅力をアピールされました。 

祭り当日の5月3日、4日で230万人もの人出でにぎわいました。

国内の団体はもとより、タイやマレーシアからのどんたく隊も参加して、「福岡の元気」

を日本、世界へアピールできました。 

詳しくは福岡市観光サイト「よかなび」 http://www.yokanavi.com/ をご覧ください。 
「福たび」については http://yokanavi.com/jp/fukutabi/ をご覧ください。 

夏に向けては「がんばろう！！日本」をテーマに、福岡の夏の楽しみや、福たびのプ

ログラムを紹介する冊子「博多夏たび」を配布中です。博多喋園山笠を体感するツア

ーや、親子で楽しむファミリープラン、観光施設の割引など夏の福岡を楽しめる内容

となっています。 

詳しくはビューローホームページをご覧ください。 
英語、中国語でも掲載しています。 
http://www.welcome-fukuoka.or.jp/

［香港・台湾］5月11日 香港と台湾のメディア社７社を集めたプレスツアー ／ 台湾で活躍中の
女優・小林麻美さんらが来福 

［　広　州　］5月20日 広州からの団体旅行をお出迎え ／ 「福岡・九州はまったく原発などの影
響は心配していません」と嬉しい言葉も 

［　タ　イ　］5月24日 タイ国際航空主催で、主要メディアが山崎副市長を訪問 ／ 食や見どころ
などについて熱心な質問が飛びかっていました 

［　瀋　陽　］5月30日 瀋陽市人民政府外事弁公室、瀋陽市人民友好協会の方でメディアツアーを敢行 ／
ウェルカムサポーターがメディアのみなさまのショッピングをお手伝いしました 

香港・台湾 香港・台湾 

広州 広州 

タイ タイ 

瀋陽 

仙台 タイ 

マレーシア タイ 

瀋陽 
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海外発クルーズも回復の兆し 

震災以降の情報サイトを開設 

～ 2016年ライオンズ国際大会福岡開催決定 ～ 

今年最初の海外発クルーズとして3月6日に博多
港に入港した「オーシャン・プリンセス」。博多券番
の舞などで歓迎式典を実施。ウェルカムゲートも完
成し、受入環境も整いましたが、震災の影響を受け、
4月以降のクルーズのキャンセルが続きました。 
そんな中、6月3日にドイツ船籍の小型探検客船「ブ
レーメン」の入港は明るい話題でした。乗客は名所
をまわるツアーなどで、福岡の街を楽しみました。 
また、8月からは、ロイヤルカリビアン社、コスタ・
クルーズ社の中国発のクルーズ船が再開する予
定で、官民をあげておもてなしをする計画が着 と々
進行しています。 

震災以降も引き続き「安心して楽しめる福岡・日本」の正確な情報を
海外に発信しようと、福岡市と連携して当ビューローのホームページの
外国語版に情報サイトを開設しました。得島市長のメッセージや福岡
の街の様子などを伝える動画コーナー、震災以降の外国人旅行者の様
子や便利な情報を発信する記事コーナーを展開。また、Facebookによ
る福岡の情報発信もあわせて開始しました。ぜひ一度ご覧ください。 

今年最初のクルーズ寄港をお見送り 「オーシャン・プリンセス」の歓迎式典 

ウェルカム・サポーターがご案内 「ブレーメン」の船長と 島市長 

今年度の寄港については、ビューローのホームページ「クルーズニュース」をご覧ください。 
2011年クルーズ客船寄港予定　http://www.port-of-hakata.or.jp/guide/cruise/

震災関連情報サイト　Fukuoka after 3.11 disaster  
　　　　　　　　http://www.welcome-fukuoka.or.jp/english 
Facebookページ　http://www.facebook.com/welcomefukuoka

トピックス 

震災後、特に国際関連の大型コンベンションが
風評被害の影響を受ける中、ライオンズクラブ
2016年国際大会が日本・福岡で開催されることが
決定しました。同クラブは200以上の国・地域に約
135万人の会員を有する世界最大の社会奉仕団
体です。国際大会の日本開催は東京（2回）、大阪（1
回）に続く4度目となります。海外からの15,000名
を含む約25,000名の参加が見込まれる2016年
福岡大会は、6月24日～28日の5日間開催され、
明治通りでの各国代表団パレードや福岡ドームで
の国際ショーなど市民の皆様に開放されるイベン
トも多数予定されています。 
当ビューローでは、地元ライオンズのご指導のも

と、県や福岡ドーム、コンベンションセンター、市内
ホテルなど関係各位から全面的なご協力をいただ
き、厳しい要件をクリアして審査のための提案書類

を作成。4月21日に米国ノ
ースカロライナ州で行わ
れた開催地選定会議では、
日本から参加した2名の
国際理事が精力的なロビ
ー活動を行い、マンチェ
スター（英国）、シンシナ
ティ（米国）、ソルトレイク
シティ（米国）、ニューオリ
ンズ（米国）、ボストン（米国）
という世界5都市との競合
を勝ち抜いて、福岡市が見事当選しました。チーム
福岡の総力を結集して臨んだ結果、原発事故の風
評被害という空前のハンディをも乗り越えて成し遂
げた大変な快挙であり、震災後の日本を元気づけ
るうれしいニュースとなりました。 

福岡・日本に元気を送るビッグニュース！ 



注目の会議や学会からPick Upコンベンションニュース 

とき：平成23年7月6日(水)～8日(金)　ところ：福岡国際会議場 

第３４回 全日本おかあさんコーラス 
全国大会 

とき：平成23年8月27日（土）～28日（日）　ところ：アクロス福岡 

第47回 日本小児循環器学会総会・学術集会 
The７ｔｈ Japan-China-Korea Pediatric Heart Forum

東日本大震災の被災者の方々に衷心よりお見舞
い申し上げるとともに、一日も早い復興を心からお
祈りいたします。 
この度、第47回日本小児循環器学会・学術集会
を福岡市にて開催させていただきますことを大変光
栄に存じます。 
　この学術集会では、「Love Heart ! Love Child-
ren ！ ：熱く語ろう、明日の小児循環器」をメインテ
ーマとして挙げさせていただきました。「Love  
Heart ！ Love Children !」は小児循環器領域に
従事する全ての医療者に共通する「心」だと思います。
同じ思いの多くの方 と々ともに、明日の小児循環器
医療を熱く語り合える機会にしたいと思います。 
また、近年、小児循環器領域ではアジアおよび欧
米諸国の研究者との密接な交流が行われており、
本学術集会でもThe 7th Japan-China-Korea 
Pediatric Heart Forum　および　The 2nd 
JSPCCS-AEPC-AHA Joint meetingを同時開
催いたします。 
また、改正臓器移植法案が可決され、我が国にお
ける小児心臓移植が第一歩を踏み出しました。これ
に関連して市民公開講座「ど
うなる、わが国のこどもの心臓・
肺移植」を企画しています。 
明日の小児循環器を熱く語

り合える意義ある学術集会に
なるよう、福岡市立こども病院
循環器グループ一同頑張り
たいと存じます。 
皆様方と福岡でお会いでき

ることを楽しみにしております。 
会長 角 秀秋 大会実行委員長 岩増 洋一 

おかあさんコーラスの皆さんが全国各地から
60団体集っての大会です。この大会が始まった
当初から比べると演奏する側の年齢の幅も広がり
ましたが、いつもみずみずしく歌う姿は変わりま
せん。この大会の特徴は、各合唱団が歌うだけで
なく、色々な趣向を凝らしてのステージを創り上
げていることです。例えば、衣装の多様さがあり
ます。演奏する曲によって舞台上で衣装転換があ
り、ドレスで歌っているかと思えば、瞬時にパン
ツ姿へ変身、見事な早技なのです。また、宝塚の
レビューさながらに歌いながらの踊りを取り入れ
たパフォーマンスや、小道具を使っての演出など、
見ることの楽しみもあります。その他、歌う曲に
は全国各地の郷土の曲も披露されるなど、興味は
つきません。このように多彩なステージが展開さ
れますが、何といっても歌うことを楽しんでいる
ステージ上のおかあさんコーラスの皆さんたちが
輝いていることです。華やかなステージはおかあ
さんコーラスならではでし
ょう。是非見て聴いて下さ
い、一緒に歌って楽しんで
みませんか。 

東日本大震災の影響！ コンベンション開催が福岡市へ変更 
東日本大震災により、東北・関東周

辺で開催予定であったコンベンショ

ンが九州及び福岡市へのシフトを希

望しています。 

こうした状況の中、福岡市は受入体

制の整備及び、その他の面でも協力

可能な都市であるということを主催者

はもとより、国内外のコンベンション

開催関係者に広くアピールし、右記の

コンベンションが福岡市で開催決定

となりました。（6月30日現在） 

No.

9/18～22 
（横浜より） 

第4回アジア・太平洋不整脈学会 
第26回日本不整脈学会学術大会合同学術集会 
第28回日本心電学会学術集会 

会議名称 
 

開催日 
 

第12回国際多感覚研究フォーラム 

原子力発電所労働者の産業保険 
放射能被曝とメンタルヘルス 
～スリーマイル島、チェルノブイリから福島へ～ 

第21回太陽光発電国際会議 

第49回日本社会保険医学会総会 

Advanced Information Networking and Applications 
(情報系の学会)

10/17～20 
（仙台より） 

11/8～9 
（新規の国際会議） 

11/27～12/2 
（横浜より） 

12/12～13 
（群馬県前橋より） 

2012  3/26～29 
（東京より） 

1

2

3

4

5

6

※福岡市開催予定はほとんど変更はありません。 
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大
　
会
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ポ
ー
ツ
 

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 

7月～9月 ※内容が変更になる場合があります 

6月30日 

6月30日 

7月6日 

7月7日 

7月15日 

7月23日 

8月1日 

8月11日 

8月20日 

8月21日 

8月26日 

8月26日 

8月27日 

8月30日 

9月2日 

9月4日 

9月6日 

9月6日 

9月8日 

9月13日 

9月18日 

9月23日 

9月26日 

9月26日 

9月29日 

9月29日 

9月29日 

6月18日 

7月21日 

8月6日 

8月17日 

7月2日 

7月2日 

7月8日 

7月7日 

7月27日 

7月23日 

8月3日 

8月12日 

8月21日 

8月21日 

8月27日 

8月28日 

8月28日 

9月2日 

9月4日 

9月7日 

9月8日 

9月9日 

9月9日 

9月21日 

9月19日 

9月24日 

9月26日 

9月30日 

9月30日 

10月1日 

10月1日 

7月18日 

7月29日 

8月7日 

8月19日 

第51回日本リンパ網内系学会総会 

第21回日本樹状細胞研究会 

 

福岡・釜山ビジネスＣＥＯフォーラム 

第23回アジア太平洋こども会議・イン福岡 

 

 

第47回日本腹部救急医学会総会 

第51回九州地区手をつなぐ育成会福岡市大会 

第1回アジアオーケストラフェスティバル福岡大会 

第13回日本褥瘡学会学術集会 

第30回日本思春期学会総会・学術集会 

第34回全日本おかあさんコーラス全国大会 

大学英語教育学会　第50回記念国際大会 

日本心理臨床学会第30回秋季大会 

2011年度統計関連学会連合大会 

第29回日本植物細胞分子生物学会・シンポジウム 

平成23年度農業農村工学会大会講演会 

基幹労連第9回定期中間大会 

3rd Generation Partnership Project  

第10回東洋療法推進大会ｉｎ福岡 

第37回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 

第38回国際理美容選手権大会 

2011年度日本海洋学会秋季大会 

第37回日本診療情報管理学会学術大会 

第34回日本美容外科学会総会 

 

第61回九州地区大学体育大会（夏季大会） 

平成23年度 金鷲旗玉竜旗高校柔剣道大会 

ＫＹＵＳＨＵ　ＳＵＮーＣＵＰ　11 

福岡市・釜山廣域市高校生スポーツ交流大会 

300  

350  

2,000  

200  

325 

1,200  

200  

1,300  

1,500  

2,000  

4,200  

500  

2,500  

1,000  

5,000  

700  

700  

800  

1,200  

400  

2,000  

1,000  

650  

600  

2,000 

600  

400  

１０，０００  

１０，０００ 

1,000 

230 

全国 

全国 

国際・全国 

国際 

国際 

国際・全国 

国際 

全国 

九州 

国際 

全国 

全国 

全国 

国際 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

国際 

全国 

全国 

国際 

全国 

全国 

全国 

国際 

九州 

全国 

全国 

国際 

福岡国際会議場 

福岡国際会議場 

福岡国際会議場 

市内ホテル 

福岡県各地 

 

福岡国際会議場 

福岡国際会議場 

福岡国際会議場 

アクロス福岡 

福岡国際会議場他 

 

アクロス福岡 

西南学院大学 

福岡国際会議場他 

　　　　　　　　　 

九州大学箱崎キャンパス 

九州大学箱崎キャンパス 

アクロス福岡 

ハイアットリージェンシー福岡 

ホテルニューオータニ博多 

福岡国際会議場 

九電記念体育館 

九州大学筑紫キャンパス 

国際会議場 

グランドハイアット福岡 

九州大学百年講堂 

福岡市内の大学・体育館他 

マリンメッセ福岡 

シーサイドももち海浜公園 

福岡市民体育館他 

 

 

 

 

 

 

http://www.islped.org/ 

福岡大学医学部消化器外科 

 

福岡市民オ－ケストラ 

 

福岡県立大学看護学部 

全日本合唱連盟九州支部 

社団法人 大学英語教育学会 

社団法人 日本心理臨床学会 

九州大学数理学研究院 

 

 

日本基幹産業労働組合連合会 

 

全日本鍼灸マッサージ師会 

（株）コングレ九州支社 

国際九州理美容研究連合会 

九州大学応用力学研究所 

 

福岡大学医学部形成外科 

 

 

 

 

（財）福岡市体育協会 

 

第47回日本小児循環器学会総会・学術集会 
The７ｔｈ Japan-China-Korea Pediatric Heart Forum

ソーシャルビジネスフォーラムアジア2011 
公開シンポジウム 

低消費電力エレクトロニクスと設計技術に 
関する国際会議2011

国際医療福祉大学 
福岡天神キャンパス 

九州大学箱崎キャンパス 
五十周年記念講堂 

アクロス福岡 
九州大学伊都キャンパス 

第6回日韓・第11回アジアオセアニア 
医学物理合同学会 

福岡大学医学部腫瘍・血液・ 
感染症内科学 

九州大学大学院医学研究院 
腫瘍制御学分野 

（株）JTBビジネスサポート 
九州ICS営業部 

福岡商工会議所 
商工振興本部国際グル－プ 

ＮＰＯアジア太平洋こども 
会議・イン福岡 

社会福祉法人福岡市手を 
つなぐ育成会 

九州大学大学院医学研究院 
皮膚科学分野 

九州大学理学研究院 
生物科学部門 

九州大学農学研究院 
環境農学部門 

株式会社インターグループ 
九州支社 

九州大学大学院医学研究院 
保健学部門 

ＫＹＵＳＨＵ　ＳＵＮｰＣＵＰ 
実行委員会 

一般社団法人 電波産業会 
一般社団法人 情報通信技 
術委員会 

第61回九州地区大学体育 
大会事務局大学（福岡女学 
院大学 学生部学生課） 

金鷲旗玉竜旗高校柔剣道 
大会事務局 
（西日本新聞 事業部内） 

グラミン・クリエイティブ・ 
ラボ＠九州大学 

 

092-642-6228 

092-751-3244 

092-441-1117 

092-734-7700 

 

 

 

092-713-1480 

080-6423-3366 

092-642-5585 

0947-42-1905 

092-441-4094 

03-3268-9686 

03-3817-5851 

092-802-4480 

092-642-2621 

092-642-2909 

03-3555-0401 

03-5510-8590 

03-3359-6049 

092-716-7116 

092-871-6006 

092-583-7731 

092-712-9530 

 

092-642-6724 

092-575－2972 

092-711-5530 

092-741-6310 

092-645-1232

092-801-1011 
　（内3345）　  

092-801-1011
　（EX3420）　 

092-801-1011
　（EX2391）　 

info@gcl. 
kyushu-u.ac.jp
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第15回 全日本全国フォークダンス大会無事終了 
晴天に恵まれた5月13日～15日の3日間、福岡市のマリ

ンメッセ福岡を中心とした7つの会場に分れ、全国から

6,500名近くのフォークダンス、日本民踊、スクエアダンス、

ラウンドダンス、レクダンスを愛する皆様が集まり、盛大な大

会を開催することができました。特に東日本大震災があった

にもかかわらず、『元気を福岡から届けよう』を合言葉に、東

北地方から約300名近い方々にお越しいただけた事は大

いに力となりました。 

また、市役所の「ふれあい広場」では一般市民の皆さんも

各種の踊りの輪に入って参加できるデモンストレーションが好評でした。 

5年に1回の大会ではありますが、また元気に再会したいと思います。 

福岡にお見えになった方々から、今回の大会の素晴らしさ、福岡の街のきれいさ、福岡の人たち誰も

が親切であったとお聞きし、開催都市としては何よりもうれしいお言葉でした。 

今年度、最大規模  福岡市開催の国際会議 
アジア石油化学工業会議（APIC）2011開催 

福岡市で5月26日～27日に開催されましたア

ジア石油化学工業会議は、石油化学工業関係企

業の代表者が集まる国際会議で、日本では2005

年の横浜に次いでの開催です。過去の開催都市

はムンバイ、ソウル、台北、バンコクとアジアの首

都レベルの都市で開催されている大規模な国際

会議で、今回は日本各地、30ヶ所の候補地の中

から福岡が選ばれました。当日は海外から720名、

トータル1417名の参加者が会場のヒルトン福岡

シーホークに集まり、小宮山宏氏（東京大学総長）、

志賀俊之氏（日産自動車ＣＥＯ）の基調講演をは

じめ、各企業から石油化学産業の最先端情報の

発表がありました。フェアウェルパーティーでは来

年度の開催地、クアラルンプールの紹介、川筋太

鼓のアトラクションが披露されました。 

参加者の取引企業の関係者も日本各地から集

まり、タクシー不足や、市内の多くのホテルが満室

状態になるなど、久しぶりに福岡市に活気を与え

てくれた国際会議となりました。 

小西会長による開会宣言 

メイン会場のマリンメッセ福岡には多くの愛好者が集いました 市役所ふれあい広場でのデモンストレーションの様子 ソラリア・ゼファにてスクエアダンスを披露 
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詳しくはビューローのホームページ「ウェルカム・サポーター制度」 http://www.welcome-fukuoka.or.jp/about/285.html をご覧ください。 

ウェルカム・サポーター（語学ボランティア）募集中です！ 

博多喋園山笠宣伝隊初！ 海外での市外宣伝を実施 

当ビューローでは、福岡市を訪れる国内及び海外
からの観光客などへのサービスの向上と市民と一体
となったおもてなしを行うため「ウェルカム・サポータ
ー制度」を運営しています。毎年多くのボランティアの
方がウェルカム・サポーターとして活躍しています。 
あなたの語学スキルを活かして国外・国内からの
観光客への語学ボランティア活動をしてみませんか？ 
海外からの留学生や福岡在住の外国人の方、語学

が堪能な日本人の方などを随時募集しています。 

外国人旅行者は特典あり！ ～ビジターズガイド外国語版～ 
　観光ガイドブックの外国語版「ビジターズガイド」の新版が登場します。 
　P25、P52～P53には外国人旅行者のみが利用できる特典が掲載さ
れています。該当ページを見せると、施設の割引やプレゼントなどのサ

ービスが受けられます。 
　7月中旬から観光案内所などで配布しており、当ビューロー
のホームページでもダウンロードできます。お得に福岡の旅
が楽しめる内容となっています。 

山笠宣伝隊初の海外での市外宣伝を6月

8日、9日の2日間の日程で、釜山市にて実施

しました。現地では、釜山市文化体育観光局 

李鐵衡（イチョルヒョン）局長、釜山市観光協

会 李根厚（イグンフ）会長を表敬訪問。山笠

の宣伝と共に福岡の魅力をアピールしました。 

また、釜山市中心部で博多民踊協会による

踊りを披露。山笠の正装である長法被姿の男

衆がうちわと韓国語版のパンフレットを配布し、

多くの通行人にアピールしました。 

釜山のテレビ局（MBC、KNN）や新聞社（釜

山日報）、また国内マスコミの取材もあり、メ

ディアを通じてのアピールもできました。 

主な活動内容 ・・・ 「通訳」「案内」「誘導」など 

活動の趣旨・目的を理解する満18歳以上の福岡市及び近郊に在住する方で、活動時間を有し、 
体力的に活動に支障がない方 

博多港に入港するクルーズ船乗客の対応、博多どんたく港祭り臨時案内所での案内業務、 
海外からのツアー団来福時の対応　他 

活動実績 ・・・・・・・ 

対象者 ・・・・・・・・・ 

多くの人が足をとめた博多民踊協会による踊りの披露 

 

詳しくはビューローホームページ「福岡観光ガイドブック」の 
コーナーをご覧ください。 
 http://www.welcome-fukuoka.or.jp/

英語版 

韓国語版 

中国語 
（簡体字）版 

釜山市観光協会を表敬訪問 

 

釜山文化体育観光局長へ「博多おはじき」を贈呈 

 

山笠振興会と福岡親善大使による街頭宣伝の様子 

中国語 
（繁体字）版 



当ビューローでは市内マップ、イベント、グルメ、路線図な

ど観光客やビジネス客などが必要とする情報を掲載した、「福

岡マップ　トマールフクオカ」を発行し、観光案内所をはじ

め市内外24カ所で配布しています。 

奇数月に33,000部発行。ビジネス客にも大変ご好評を

得ています。 

ぜひ、この機会にトマールフクオカへ広告を掲載して御

社の宣伝をしてみませんか？ 

また、コンベンション、旅行業界向けの情報を掲載した当

ビューローホームページのバナー広告も募集中です。媒体

資料もダウンロードできます。気軽にお問い合わせください。 

「
オ
ー
シ
ャ
ン
ズ
・
フ
ク
オ
カ
」
　
発
行
・
編
集
／
0
8
1
0
・
0
0
0
1
　
福
岡
市
中
央
区
天
神
1
丁
目
10
番
1
号
（
市
役
所
北
別
館
1
階
）
　
1
0
9
2
（
7
3
3
）
5
0
5
0
 

（
財
）
福
岡
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ビ
ュ
ー
ロ
ー
　U

R
L
 h
ttp
://w

w
w
.w
e
lc
o
m
e
-fu
ku
o
ka
.o
r.jp

　
印
刷
／
松
影
堂
印
刷
株
式
会
社 

ビューローホームページ　トマール広告募集 

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 

九州新幹線全線開通を機に、九州各地域との交流連携の取り

組みを強化すると共に、九州情報の発信機能を高める取り組みと

して、九州各自治体に対して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）の提供を始めました。 

この場所で観光宣伝のイベントを行い、あなたの町の魅力を

大いにアピールしてください。当ビューローでは、そのイベントの

バックアップや応援をさせていただきます。 

福岡市の真ん中であなたの町を宣伝しませんか 

◆ふれあい広場北側緑地（小規模イベントスペース）の概要◆ 
●面積：約100ｍ2　　　●費用：無料　　　●対象：自治体主催事業 
●貸出可能な機材：テント4張、長机10基、イス20脚、のぼりポール・スタンド10組　※電気・水道：条件付貸出 
●利用可能日等問合せ先：福岡市総務企画局都市交流推進室（TEL 092-711-4085） 
 

鹿児島県さつま町 観光ＰＲイベント 

㈱ロイヤルパークホテルマネジメント（ホテル・旅館） 

㈲アイバグループ（展示・装飾） 

㈱サットンホテル博多シティ（ホテル・旅館） 

㈲フルオートシステム（音響・映像機器） 

㈱阪急交通社　福岡団体支店（旅行業） 

㈱ミナミ商事（事務機器関連） 

福岡市博多区博多駅前2-14他　※7/30オープン予定 

福岡市南区塩原4-28-20 

福岡市博多区博多駅前3-4-8 

福岡市博多区東那珂2-14-33 スカイウィング203号 

福岡市中央区舞鶴1-1-3 リクルート天神ビル4Ｆ 

福岡市博多区美野島2-6-5

1092-414-1111 

1092-551-0334 

1092-433-2305 

1092-474-3835 

1092-761-8833 

1092-473-6708

詳しくはビューローホームページの「広告募集」をご覧ください。　http://www.welcome-fukuoka.or.jp/ 
お問い合わせ　1092（733）5050　　総務部　広報事業課　中村・帆足　 

オーシャンズ・フクオカ　同封チラシサービス始めました！ 

詳しくはビューローホームページ　http://www.welcome-fukuoka.or.jp/　をご覧ください。 

なお、チラシの内容についてのお問い合わせは、チラシ発行元へお願いいたします。 
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