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夏が来る！福岡の夏は遊びがいっぱい。 
祭りは「山笠」、食ならまるまる太った「夏

のふく」。福岡の新しい観光素材「オープ
ントップバス」は海風を肌に感じて気分爽
快！博多港への大型クルーズ船も万来です。 

屋台に、花火に、海に、グルメ。 
夏の福岡は、見るとこいっぱい。 

「きんしゃい！夏の福岡に是非きんしゃい」 

○オープントップバス１万人突破！ 
○外国クルーズ船の寄港が本格化！ 

福岡市役所１階ロビーがリニューアル！ 

九州情報コーナーでは、九州各県の観光やイベントの情報

を集めることができ、また、福岡市観光案内ボランティアコーナ

ーでは、有料の観光ガイドコースの紹介のほか、無料の「天神

まち歩きガイド」も毎日実施され、福岡・博多の語り部として研鑽

を積んだベテランガイドたちが「まち歩き」を通して天神の魅力

を紹介しています。 

福岡市役所の1階ロビーが市民や福

岡を訪れる国内外からの観光客が、気軽

に立ち寄って、市のさまざまな情報を得

られる拠点となるようリニューアルされま

した。「おきゅうと」などの地元の食材を使

った「博多の食」を提供する「ユニバーサ

ルカフェ」や、動画や音声で市政情報や

観光情報の発信を行う大型電子掲示板（デ

ジタルサイネージ）が設置され、また、福

岡市公衆無線ＬＡＮ（Fukuoka City Wi-

Fi）も整備されました。 

福岡市観光案内ボランティアガイドのみなさん 

けんさん 

機関誌 
公益財団法人 
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3月24日、福岡観光の新しい目玉として福岡市
内の観光地や天神地区・博多地区・ベイサイドエリ
アなどの都市間を周遊する「FUＫＵＯＫＡ ＯＰＥＮ Ｔ
ＯＰ ＢＵＳ」2台が運行を開始しました。バスは、国産
オーダーメイドの2階建てバスで、屋根のない開放
感と海や川など水に恵まれた「ウォーターフロント
福岡」を表現した青色やアジアの玄関口としてエ
キサイティングなパワーを秘めた国際都市を表現
した赤色の華やかなボディーカラーが、街行く人々
や九州内外の話題を集め、5月7日には、当初の予
定より一週間も早く1万人を突破しました。1日の乗
車平均も240人（乗車率67％）という超人気振りで、現在もその人気は持続中です。 
福岡にお越しの際は、是非「オープントップバス」にご乗車下さい。 
何度か福岡を訪れた方でも、地上3.2ｍから見る福博の町並には、きっと新たな発見があ

り、屋根のないバスだからこそ尚一層、福博の「風」や「香り」を感じてもらえると確信していま
す。ご来福そしてご乗車お待ちしています。 

第51回 福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」が開催されました。 

大人気「福岡オープントップバス」早くも１万人突破 

今回で51回目を数え、日本一の観客動員を誇る「博

多どんたく港まつり｣が今年も、5月2日の前夜祭を皮

切りに、5月3日・4日の両日開催されました。今年も

福岡から日本中に元気を発信したいという思いから

「がんばろう日本！！」をメインに「祭りでつなごう元気

と絆」をサブタイトルに掲げ、両日で約210万人（主

催者発表）の人出でにぎわいました。 

福岡国際センターで行われた前夜祭には約

6,000名の方が詰めかけ、翌日からの本番を祝うと

共に、昨年度の入賞どんたく隊の演技や、福岡親善

大使の発表、地元アイドルグループやものまねタレン

ト「コロッケ」の歌謡ショ－など様々な演目を堪能さ

れました。 

明けて3日からは港本舞台での式典後、博多松ば

やし（福神流、恵比寿流、大黒流、稚児流）の各流れ

が市中を祝って廻り、午後からは明治通り｢どんたく

広場｣において、伝統を今に受け継

ぐ古典どんたく隊を先頭に、趣向を

凝らした各どんたく隊のパレードに

加え、タイなど諸外国、仙台など東北

各地、九州各地のどんたく隊、福岡

の観光新素材「オープントップバス」

の運行、ディズニーキャラクター、

US J キャラクターなどのパレードなどがあり、尚一層

の花を添えました。 

市内各所においては34の演舞台が設置され、

465団体13,321人による様々な演技披露があり、市

民やＧＷ期間に福岡を訪れた観光客の方々を大い

に楽しませました。 

当ビューローで運営する水上公園の｢観光桟敷席｣

や市内の特設観光案内所3カ所（博多駅前・水上公園・

天神地下街）にも予想を上回る多くの観光客の方が

訪れ、終日賑わいました。そこで販売した「どんたく記

念グッズ」や今年から登場の「飲む海水」「どんたく弁

当」も好調な売れ行きでした。 

期間中は概ね好天に恵まれ、第51回福岡市民の

祭り｢博多どんたく｣は、総おどりの熱気の中、たくさん

の思い出を残しながらフィナーレを迎えました。 

都心を走る赤バスは、博多喋園山笠などの 
舁き山をモチーフに「祭り・博多」を象徴 

［問合せ]西鉄お客さまセンター　10570-00-1010（または092-303-3333）　※英語、中国語、韓国語に対応 
西鉄ホームページ　http://www.fukuokaopentopbus.jp 
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●クルーズ船客のおもてなしに頑張っています！ 

威風堂々と停泊する「コスタ・ビクトリア」 

観光客の質問に笑顔で案内 市役所1階の案内所で中国から来日の 
90歳のおばあちゃんと記念撮影 

お見送りのパフォーマンスと 
記念撮影 

昨年に引き続き人気の 
物販スペース 

博多港にクルーズ船万来！  
　　　　　 3,800人乗りの船も登場 
本年2月、韓国ハーモニークルーズ

社の「クラブ・ハーモニー」寄港を皮切

りに、海外発クルーズ船の博多港寄港

が本格化。5月31日現在、本年だけで

計78回の寄港が予定されています。 

5月20日には、イタリアのコスタ・クルーズ社の大型船「コスタ・

ビクトリア」が、国内の初寄港地として福岡に寄港。中国・上海の港

を出港し、2,000名を超える中国人客を乗せ、中央ふ頭に着岸しま

した。6月21日には、アメリカのロイヤル・カリビアン・インターナシ

ョナル社が所有する「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ号」が初寄港。全

長311.1ｍ、高さ63.5ｍ、あのタイタニック号の4倍という超大型船

は、船そのものが「洋上のテーマパーク」。3,800名の乗客を乗せて

寄港しました。これらの船をお迎えする最前線にいるのが下記のボ

ランティアです。 

★ウェルカムサポーター 
福岡市を訪れる国内外の観光客への案内や通訳を通じ、滞在をより楽しんでいただ

けるよう活動する語学ボランティア組織です。当ビューローで運営し、海外からの留学

生や外国語を学んでいる日本人など、英中韓などの語学のスキルを活かし、活躍してい

ます。 

※ウェルカムサポーターは随時募集中　http://www.welcome-fukuoka.or.jp/about/285.html

☆実際の発音をこちらで確認できます！　http://youtu.be/ScrngCMUtZs

中国語のウェルカムサポーター 
なら黄色いベストが目印 

◆これからの博多港寄港予定◆ 

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル 

7／30　8／26　9／29　10／6

7／18・28　8／16・27　9／2・18・23・28　10／3・10

7／5・9・15・21・27　8／3・23・27 

9／１・5・9・22・27　10／12・16・25・30

レジェンド・オブ・ザ・シーズ 

ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 
コスタ・ビクトリア 

2012年クルーズ船寄港予定　http://port-of-hakata.city.fukuoka.lg.jp/guide/cruise/index.html 

ビューローによるクルーズレポート「クルーズニュース」　http://www.welcome-fukuoka.or.jp/info/genre/31/1.html

コスタ・クルーズ 

おもてなしに便利な外国語フレーズ集（買物編） Let's Try！ 

どうぞご覧下さいませ 

いかがですか 

よくお似合いですね 

少々お待ち下さいませ 

新しい物をお持ち致します 

日本語 中国語 韓国語 

中国からのお客さんは買い物の時によく値切りますが、 
｢値引きは出来ません／　　　　　　　　　（wo men bu keyi taojia huanjia：
ウォメン ブ カーイー タオジア ホアンジア）｣と一言説明すると納得してもらえる
ので、ぜひ使ってみて下さいね！ 

口コミで人気商品が話題になることが多い韓国！ 
最近売れ筋の商品があれば｢人気商品ですよ！／  　　　　　　　！ 
（インキ サンプミエヨ）｣とお勧めしてみましょう！ 

ワ ン 
ポイント 

「ニーハオ ニーハオ（　好！）」と声を 
かけながら観光客にマップなどを配布 



注目の会議や学会からPick Upコンベンションニュース 

開 催 日　2012年7月5日（木）～6日（金） 
開催場所　福岡サンパレス 

開 催 日　2012年9月30日（日）～10月4日（木） 
開催場所　福岡国際会議場、福岡サンパレス、福岡国際センター 

第32回国際泌尿器科学会総会 
（SIU 2012 Fukuoka）の開催に際して 

第57回全国建具組合連合会業者大会 
福岡大会の開催に際して 

第57回全国建具組合連合会業者大会が41年振りに、
福岡県福岡市において開催される運びとなりましたこ
とは、主管する福岡県建具・木工協同組合にとりまして、
誠に名誉なことであり、大変光栄に存じております。 
本大会は建具業界会員の士気向上と技術の研鑽を
通して、伝統技術探求と共に、新しい時代に対応する商
品の開発など、業界の進むべき道を真剣に討議、模索
することを目的として、関連業界・関連業種並びに、一
般の方々へのＰＲの場として毎年全国各県持ち回りで
開催いたしております。 
さて、本大会は“匠の技が織りなす建具と人のハーモ
ニー”をキャッチコピーとし、“未来に残す匠の技
FUKUOKA2012”をスローガンに掲げました。建具は
日本の文化であり、そこには脈 と々培われてきた伝統
技術と文化が息づいています。とりわけ福岡県は大川
を始め、全国でもその高い技術と長い歴史は日本を代
表する建具文化の中心を担っているものと自他共に認
めるものであります。開催時期についても、「博多喋園
山笠」が開催される7月上旬の開催とすることで、同時
開催致します、全国建具展示会にもより多くの皆様にご
来場をいただき、日本の伝統をより広く伝えていきたい
と思います。 
また、今大会をきっかけに、建具業界が地域経済の
活性化を通じて、さらに地域社会に貢献できるよう会員
一同切に願うものであります。最後に、活気あふれる福

岡市へお越しいただき、福岡大会
でお会いできますことを実行委員
一同心よりお待ち申し上げております。 

第32回国際泌尿器科学会総会組織委員会 

九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野 教授 

内藤  誠二 
福岡県建具・木工協同組合　理事長 

紀井　威晴 

開 催 日　2012年8月25日（土）～9月2日（日）　　開催場所　ヒルトン福岡シーホーク 

第7回APBFコングレス福岡大会開催に際して 

公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟（以下JCBL）は、「第7回APBFコングレス大会」を2012年8月25
日（土）から9月2日（日）まで福岡市内のヒルトン福岡シーホークにて開催いたします。 
日本ではこれまでに4回、極東選手権、さらにはパシフィックアジア選手権大会を開催していますが、ひとつの国
や地域から何チームでも参加できる方式の選手権「コングレス大会」の開催は初めてとなります。この記念すべき
日本初のコングレス大会をアジアに開かれた都市として古い歴史を持つ福岡市で、市民の皆様のご支援をいた
だきながら開催できることは、JCBLにとりましてこのうえない喜びです。アジア・太平洋地域ならびに日本全国のプ
レイヤーの皆様のご参加を心より歓迎いたします。 

コングレス大会は、ブリッジを愛するすべての人の祭典です。アジア・太平洋地域のプレイヤ
ーが一堂に会する競技会のほかにも、まだブリッジをご存知ない方、覚え立ての方、昔なさって
いたという方々に広く楽しんでいただけるようなプログラムを用意して、たくさんの方々のご来
場をお待ちしております。 

第32回国際泌尿器科学会総会を2012年9月30日（日）
～10月4日（木）の5日間、福岡国際会議場、福岡サンパ
レス、福岡国際センターにおいて開催させていただくこと
となりました。　 
国際泌尿器科学会総会は、現在世界の100以上の国・
地域が加盟し、100年以上の歴史を誇る国際泌尿器科学
会（本部：カナダ　モントリオール）が母体となって開催さ
れている泌尿器科学の分野において最も歴史のある国際
会議であります。2012年の日本での開催は、実に42年ぶ
り、2回目の開催となり、国内から約1,000名、海外から約
2,500名の参加を予定いたしております。 
本年は、日本泌尿器科学会創立100周年という大きな
節目の年にあたります。この記念すべき年に国際泌尿器
科学会総会を日本の福岡市で開催し、世界各国の泌尿器
科医とともに祝賀することは、大変意義深いことです。わが
国における泌尿器科学100年の歴史とともに、日本での
研究成果を全世界の研究者に大きくアピールし、わが国
のこの分野の新進の研究者に世界の著名な研究者と直
接交流する機会を提供することは、日本の医療レベルの
高さを国際的に大きくアピールできる絶好の機会であり、
将来日本泌尿器科学会の歴史の中で大きな礎として位置
づけられるものになると考えております。 
また、9月30日（日）には、本会議が福岡市で開催される
のを契機に、市民に向けて、日本における泌尿器科学の歴
史を紹介するとともに、分かりやすく泌尿器科疾患の最新

の診断と治療について啓発する市民
公開講座の開催も予定しています。
多数のご参加をお待ちしております。 

公益社団法人｠日本コントラクトブリッジ連盟会長 

細田　博之 

第57回全国建具組合連合会業者大会 福岡大会 

実行委員長 委員長 
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7月～9月 ※内容が変更になる場合があります 
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ふくおか「福たび」は、福岡・博多をより深く楽しむ体験＆まち歩きプログラムです。 
季節のイベントを満喫するプログラムから毎日開催されているものまで様々です。

山笠、夏のグルメ「夏ふく」、クルーズ客船と福岡の夏を「博多夏たび」で楽しんで下
さい。 

個人旅行からアフターコンベンションまで！ 

観光案内所などで配布中の 
「博多夏たび」のパンフレット。 
ＨＰからもダウンロードできます。 

福岡に着いたら「ふくおか福たび」～体験＆まち歩き～ 

東京スカイツリーもいいけど、福岡のタワーにも「会いにきんしゃい！」 

天神出発で様々な飾山を見学。「博多町家」ふる
さと館で山笠のビデオ鑑賞！博多水炊付き 
日　時：7/7（土）・8（日）　13：30～16：00 
料　金：1,500円（食事付き） 
問合せ：WeLove天神協議会 
T E L ：092-734-8750

■ヤマのスペシャリストと行く！ 
　山笠満喫ツアー 
山笠男子の案内で飾山を見学し、水上バスに
乗ってベイサイドへ！夏ふく小屋の食事付き 
日　時：7/10（火）　15：30～20：00 
料　金：5,000円（食事付き） 
問合せ：ベイサイドプレイス博多 
T E L ：092-281-7701

■英語で「博多まち歩き」 

日　程：7/8（日）・23（月）・29（日）、 
　　　　8/5（日）・26（日） 
時　間：10：00～12：00 
料　金：1,000円 
問合せ：SOZOX(ソゾックス) 
T E L ：080-4310-4173

■山笠で博多っ子体験 
本番さながらの櫛田入りの練習を桟敷席で
見学！博多の夏のグルメ夏ふくの食事付き 
日　時：7/11（水）　14：30～18：00 
料　金：5,000円（食事付き） 
問合せ：博多い津み 
T E L ：092-291-0231

■「天神まち歩き」 
　スペシャル山笠バージョン 

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

 

ふくおか 福たび 検 索 

または 

詳しくは 

※主催：福岡市 
※福たび事務局：（公財）福岡観光コンベンションビューロー 
※各プログラムの問合せは、各プログラム主催者へ 

昨年実施した「山笠で博多っ子体験」の様子です。 
桟敷席から櫛田入りの練習を見物しました。 

山笠を楽
しむ 

楽しく博多のまちをめぐります。 

Walkin
g tour

●毎日無料で出発！予約不要 
　福岡市観光案内ボランティアガイドによる定時ツアー
です。コースは博多と天神の2コース。 
両コース14：00出発（15：00終了）出発前に各コー
スの集合場所にお集り下さい。（先着10名程度） 

・博多コース・・・「博多町家」ふるさと館集合 
　※7/1(日)～7/14(土)まで博多コースは山笠特別バージョンです。 

・天神コース・・・福岡市役所ロビー集合（観光案内ボランティアコーナー前） 
　問合せ：事務局（福岡観光コンベンションビューロー内） 

英語通訳案内士が博多の街を案内します。 

今、東京スカイツリーの開業で盛り上がっていま
すが、福岡市にもなかなか個性溢れるタワーがある
んです。夏休みを利用して福岡市のタワーにも「会い
にきんしゃい！」 
それでは福岡市が誇る2大タワーに、自己紹介を

してもらいましょう。 
博多ポートタワー　私は、1964年に竣工した全高
100ｍの港湾管制施設の塔じゃ。 
生みの親は、東京タワーなど設計した内藤多仲「搭
博士」で、その六兄弟の末っ子なのじゃ。展望台から

は博多湾や福岡市街地が
一望じゃ、蛇足ながら入場
は無料じゃ！それから九州も
回るのなら大分にある三男
の「別府タワー」にも会ってく
れると嬉しいんじゃがのー。 

福岡タワー　僕は、1989年のアジア
太平洋博覧会にあわせて建設された
全高234ｍの放送用送信設備の塔です。
自慢じゃないけど、海浜タワーとしては、
日本一なんだよ。 
外観は8,000枚のハーフミラーで

スタイリッシュ！全国のアイドルタワー
総選挙がもしあったら、ひょっとするとセンターポジ
ションがとれるかもね？展望台からは、玄界灘や市
街地や福岡ドームが眼下に広がり言うことなし、又、
ここでは、両想いの二人が「恋のフェンス」にハート
型の｢愛鍵｣をかけたり、好きな人が住む街の方角に
向かって祈ったりすると想いがかなうという「恋の方
位盤」など、まさに恋愛のワンダーランドなんだよ。夏
休みを利用して、是非、その｢愛のパワー満載塔｣に
愛（会い）にきんしゃい。 
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このガイドブックは、コンベンション、学会関係者に配布しています。 
博多名物の食事どころや、天神・中洲エリアの屋台情報、お菓子や伝統工芸品の土

産品などを広く紹介。また、福岡市から日帰りで行ける温泉、韓国・釜山行きの高速船や
フェリー、レンタカーなどアフターコンベンションとして楽しんでいただける内容となっ
ております。 
今年は福岡市で開催される学会・大会が例年を大幅に上回ると予定されており、これ

らの参加者に積極的に配布し、福岡を一層楽しんでいただきたいと思っています。 

「博多喋園山笠」 新潟・金沢の両都市で市外宣伝を実施！ 

「福岡おすすめグルメ・お土産」ガイドブックの改訂版を発行しました！ 

福岡観光ガイドブック 
「ビジターズガイド」改訂版を発行！ 

日本語のガイドブック　http://www.welcome-fukuoka.or.jp/travelinfo/63.html 
そのほかの言語は各言語のTOPページから 中国語（繁体字）版 

福岡市の観光案内所などで 
配布しています。 

泉田新潟県知事を表敬訪問 

近江町いちば館でも注目の的 

福岡親善大使が福岡市と山笠の魅力をPRつめかけた多くの市民 新潟市内古町モールで多くの 
新潟市民に街頭宣伝を実施 

　福岡市の観光の見どころを凝縮したガイドブック「ビジターズガイド」を最新情報に更

新してリニューアルしました。 

　本年3月に運行を開始した二階建て観光バス「福岡オープントップバス」の情報や、

地下鉄各駅での無線LAN（WiFi）サービスや、外国人向けの

通訳サービスなど、観光周遊に便利な旬の情報が満載。各観

光エリアの見どころや福岡の体験＆まち歩き「ふくおか 福た

び」のプログラムなど旅行に使えるトピックをわかりやすく紹

介しています。国内、海外の旅行者向けに博物館や美術館の

割引特典も掲載しています。 

　当ビューローのホームページからダウンロードするとデジ

タルブックとして印刷もできます。 

中国語 
（簡体字）版 

韓国語版 

英語版 

6月6日・7日の2日間、新潟市・金沢市を訪問し博
多喋園山笠の市外宣伝を実施しました。 
福岡空港からの直行便で新潟市に到着した宣伝
隊は、まず新潟県庁を訪れ泉田知事、大野副知事、

森副知事をそれぞれ表敬
訪問。その後、新潟市の若
林副市長を表敬訪問しまし
た。また、地元新聞社の新
潟日報も表敬訪問しました。 
 

午後からは人通りの多い時間帯に合わせ新潟市

内の繁華街「古町モール」での街頭宣伝を実施。博
多喋園山笠振興会役員と各流の総務が特製うちわ
とパンフレットを配布する中、福岡親善大使が「新潟

～福岡直行便増便」でより
便利になった福岡を山笠の
魅力と共にしっかりと新潟
市民にアピールしました。 
翌7日は金沢市を訪問。
金沢市中心部の「近江町い

ちば館」では2か所で街頭宣伝を実施。いちば内を
移動中にも山笠特製のうちわとパンフレットを通行
人に配布。当番法被姿と博多民踊協会の和装は道
行く人々の注目を集め、山笠と福岡をしっかりPR。 
福岡親善大使による山笠と福岡の紹介の後、博多
民踊協会が「博多喋園山笠」と「山笠音頭」に合わせ
て踊りを披露すると、多くの人が足をとめ見入りました。 
街頭宣伝終了後、一
行は金沢市役所で濱
田副市長を表敬訪問し、
2日間の市外宣伝の日
程を終了しました。 

ふるまち 

ふるまち 
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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

お問合せ 会 費 

（担当：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 

㈱イーエム「博多い津み」（和食） 

㈱アド通信社 西部本社（マスメディア） 

北東北三県福岡合同事務所（観光施設） 

㈲兜屋（菓子類） 

ラオックス㈱（商業関連） 

㈱WDI JAPAN「ハードロックカフェ福岡」（各国料理） 

福岡県レンタカー協会（諸団体） 

㈱フジドリームエアラインズ（運輸） 

㈱ホテル東急ビズフォート（ホテル） 

福岡市博多区住吉2-20-14 

福岡市中央区大名1-14-45 

福岡市中央区天神2-8-34 住友生命福岡ビル1F 

福岡市博多区神屋町2-11 

福岡市博多区住吉1-2-74 サウスビル4F 

福岡市中央区地行浜2-2-1 ホークスタウン1F 

福岡市博多区博多駅東3-10-17 

福岡市博多区上臼井柳井348福岡空港ターミナル内 

福岡市博多区博多駅前1-2-23

1092-291-0231 

1092-761-2821 

1092-736-1122 

1092-291-4530 

1092-263-8815 

1092-832-5050 

1092-474-5046 

1092-624-7158 

1092-451-0109

夏 博多博多の食の食 夏 博多の食 

文：福岡市観光案内ボランティア協会　監事　平野 隆之 
たかくに 

ふくは「冬の料理」というイメージがありますが、フクが最も太って美

味しくなるのは夏です。ふくは小骨も少なく脂肪分がないに等しいので

野菜の旨味を邪魔することもなく、鍋にしても脂が浮いてくることもありま

せん。旨味がスープに溶け込み古くから夏の鍋の食材として、もてはや

されていたのではないのでしょうか。 

ふくの淡泊でありながら、深い旨味を引き出すには「塩」が一番。では、

ふく刺し等をポン酢（薬味も付）で食べることを除けば、ふくの旨味は「夏」に味わうことも一考のようです。 

博多の「夏」と云えば、博多の男の血が騒ぐ「博多喋園山笠」。 

７月1日（日）のお汐井取りから15日（日）の追山までの15日間、老いも若きも“オッショイ”の掛け声

で山一途に集中します。「博多喋園山笠」が博多に本格的な夏の到来を告げるのです。 

 

　　　　博多にわか 
　　　「博多喋園山笠の勢い水は、水道水より井戸水の方が良かげなばい」 

　　　「なしな？」 

　　　「そらあ、井戸水なら力（地から）湧いてくる」 

「ふるさと」の観光名所・イベント・祭り・伝統（工芸・産業・行事）・

名産品・農水産物など等たくさんアピールしたい事はあるけど、

大消費地の福岡の、しかも一等地でＰＲするには費用が掛かりそ

うだし・・・とお悩みの各自治体の皆様に朗報です！ 

今、福岡市役所前ふれあい広場北川緑地（小規模イベントス

ペース）を無料でお貸ししております。私たち福岡市民に皆様の

「ふるさと自慢」を是非、お見せ下さい。お会いできる日を心待ち

にしております。 

九州の中心地・福岡であなたの「ふるさと」をＰＲしませんか？ 

熊本県玉名市観光PRイベントの模様 

○問合せ 
　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：光浦）まで（1092-733-5050） 

小規模イベントスペース：面積：約100㎡／テント・テーブル・イス等イベント関連グッズは無料貸出 

博多の新名物「夏ふく」と「博多　園山笠」 

ちから 
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