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　2012年は多数の大型コンベンシ
ョンの開催や、外国クルーズ船の大
型化など、福岡の街はより一層の賑
わいを増します。 
アジア諸国をはじめ、世界に向けて
福岡の知名度向上や学会などの誘致
活動の状況について紹介します。 

○外国クルーズ船の今とこれから 
○平成22年度国際コンベンション
　開催、全国第2位 

福岡市長 

得 島 宗一郎 

平成24年の新春にあたり、
謹んでご挨拶を申しあげます。 
昨年11月に会長に就任いた
しましたが、河部前会長が築
かれた基盤のもと、各事業を
積極的に推進してまいりたい
と存じます。 
さて、昨年は東日本大震災
に多くの方々が胸を痛められ
たことと存じます。震災後は、
一時来航を見合わせていた中
国からのクルーズ船も8月から
運航を再開し、福岡の街も賑
わいを取り戻しました。今年は、ロイヤル・カリビアン
社の「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」という総トン数
13.8万ｔ、乗客定員3,838名もの昨年の倍のクルーズ船
が来航を予定しており、ますます多くの外国人旅行者が
福岡を訪れると思われます。 
一方、大型国際コンベンションでは「国際泌尿器科学会」、

「第4回国際ユニヴァーサルデザイン会議2012」、「2012
ゴールデンオールディーズ・ワールドラグビーフェスティ
バル福岡」や、「第51回ライオンズ東洋東南アジアフォー
ラム」などが相次いで開催され、大きな経済波及効果が
期待されます。 
これからも多くのお客様をお迎えし、おもてなし向上
に努めるとともに、さらなる観光・コンベンションの誘致・
振興につとめてまいります。引き続き、皆様のご支援と
ご協力をお願い申し上げる次第でございます。 
本年が、皆様方にとりまして実り多き年となりますよう、
心よりお祈り申し上げます。 

新年明けましておめでとう
ございます。 
昨年は、東日本大震災以降、
観光面ではインバウンドの減
少など、大きな影響を受けま
したが、観光振興による経済
活性化によって、西日本から
東日本へ元気を届けようと、様々
な取り組みを行ってまいりま
した。 
福岡市の都市の成長を図る
ためには、観光の振興やコン
ベンションの推進により、国
内外からの交流人口を拡大して、投資を呼び込むことが
重要であると考えます。そのため、福岡の歴史や文化、
食や自然など、都市の魅力を活かした集客都市づくりに取
り組み、地域経済の活性化につなげたいと考えております。 
本年は、博多港に寄港する最大の大型クルーズ船「ボ
イジャー・オブ・ザ・シーズ」により約15万人の方が福
岡を訪れます。また、「第４回国際ユニヴァーサルデザイ
ン会議2012」や「2012ゴールデンオールディーズ・ワー
ルドラグビーフェスティバル福岡」などの大規模国際コ
ンベンションも数多く開催されます。 
この絶好の機会を活かし、福岡市を世界に発信し、さ
らにアジアの活力を取り込み、「観光・コンベンションは
福岡」と評価をいただけるよう、スピード感を持って取
り組んでまいります。皆様のご支援とご協力をよろしく
お願いいたします。 
本年が、皆様にとって良き年となりますよう心からお
祈り申し上げます。 

（財）福岡観光 
コンベンションビューロー 

会長 末吉 紀雄 

機関誌 財団 
法人 
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レジェンド・オブ・ザ・シーズ号 
＜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 
○ 平成23年寄港　9回（8/3～10/5） 
○ 発地港　上海または天津 

コスタ・クラシカ号 
＜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 
○ 平成23年寄港　12回（8/28～10/19） 
○ 発地港　上海または天津 

これまでの外国クルーズ客船のレポートはビューローのホームページをご覧ください。 
「クルーズニュース」 http://www.welcome-fukuoka.or.jp/info/genre/31/1.html 

①平成23年は震災の影響で外国クルーズ船寄港は22回 

博多港への外国クルーズ船の推移 

平成20年から博多港へ寄港が開始された外国クルーズ船。平成
22年の61回をピークに、平成23年は東日本大震災の影響を受けて、
当初より数ヶ月遅い8月からの寄港スタートとなりました。ここではそ
の振り返りと平成24年におけるクルーズの展望を紹介します。 

右図のように平成20年から順調に博多港への寄港回数も伸びてきま

したが、平成23年は東日本大震災の影響で、一部寄港はストップ。本格的な営業再開は8月からとなりました。

しかし、それからは準備していたウェルカムゲートでのおもてなしや商業施設でのウェルカムサポーターの支

援などが順調に行われ、全国に先駆けて外国人旅行者の回復基調を示しました。 

平成24年は2,000人規模のコスタ・ビクトリア号（コスタ・

クルーズ社）や、レジェンド・オブ・ザ・シーズ号（写真：上

の左）、さらに3,800人規模のボイジャー・オブ・ザ・シー

ズ号（ロイヤル・カリビアン社）の計55回の寄港が予定さ

れています。 

 

ウェルカムサポーターによる「観光ボランティア」に対

する乗客の評価は「大変満足」が44．5％と大変高い満足

度を示していますが、出入国審査にかかる時間の長さが

課題となっています。これに備えて福岡市では入国審査

時間の短縮、通訳ガイドの充実、消費税免税措置店の拡

大など『外国クルーズ特区』を申請中です。 

②経済波及効果は？　ウェルカムゲートの人気商品はコレ！ 

■ウェルカムゲート 売筋商品ランキング 

　１　チョコレート－7,356個 
 　    板チョコのまとめ買いも多し 
　２　博多銘菓類－2,285個 
　３　の　り－853個 
　４　珍味類－823個 
　５　爪切り－730個 
  　   高性能な日本製が口コミで人気です！ 

③平成24年は船が大型化！　受入とおもてなし体制の強化が急務 

左の調査より、１回あたりの寄港により4,400

万円～6,000万円が福岡での消費額と予測さ

れます。また、平成23年より博多港に開設したウ

ェルカムゲートの物販スペースでの売筋商品ラ

ンキングは右のような結果に。単価が高い炊飯

器はIH機能がついた3万円～5万円のものに人

気が集まっていました。 

博多港が日本のクルーズの拠点に！ 

外国クルーズ船の今までとこれから 平成20年 ・・・ 23回 

平成21年 ・・・ 24回 

平成22年 ・・・ 61回 
乗降客数 約10万人 

平成23年 ・・・ 22回 
  乗降客数 約4万人 

東日本大震災の影響で減少 

平成24年（予定） ・・・ 55回 
  乗降客数 約15万人 

客船の大型化による客数の増加が見込まれます 

１人あたりの 
平均観光消費額 
43，158円 ※1 

 
※1 2010年度（財）福岡ア

ジア都市研究所「博多
港寄港クルーズ船　中
国人乗降客観光動向調
査」より 

ウェルカムゲートでMAPやガイドブックを 
ウェルカムサポーターが配布 

天神でもサポーターが観光案内 

クルーズ寄港の際には 
サインを掲示 
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「福岡ナイト」の会場風景 

第12回国際多感覚研究フォーラム 

ライオンズクラブ国際協会 
第51回 福岡OSEALフォーラム実行委員会視察団同行記 

東日本大震災後に福岡開催を誘致したコンベンションの結果と評価 

東日本大震災の発生に

より、東北・関東から開催

地変更を余儀なくされた学

会・研究集会を当ビューロ

ーは積極的に受け入れし、

支援・サポートを行いました。

その結果、大会事務局・参

加者から高い評価をいた

だきました。 

今後もできる限り支援を

していくことにしています。 

開催時期　平成23年10月17日～10月20日 
参加者数　286名 （内外国人参加者数　111名／参加国　15ヶ国） 
開催会場　【仙台開催】　⇒　アクロス福岡 
評　　価 
①大盛況で終了。会場設備や利便性など海外からの参加者から好評だった。 
②開催時期の天候・気温等が良好で、博多湾クルーズなど十分楽しめた。 
③震災に対する共感はあったが、放射線等に対する不安は一切聴かれなかった。 

第28回日本心電学会、第26回日本不整脈学会、 
第４回アジア太平洋不整脈学会　合同学術集会 

開催時期　平成23年9月18日～9月22日 
参加者数　2，550名 （内外国人参加者数　538名／参加国　42ヶ国） 
開催会場　【横浜開催】　⇒　ヒルトン福岡シーホーク 
評　　価 
①参加者からの評価も高く、機会があれば再度使用したいと考えている。 

『SIU-国際泌尿器科学会』 2011年総会を視察 

SIUベルリン大会で福岡をＰＲ 

2012年に福岡で開催される『SIU-国際泌尿器科学会』の2011年総会が
ベルリンで行われ、当ビューローでは日本政府観光局や在ベルリン日本大
使館の協力のもと福岡へのプロモーションを行うとともにグッズを配布し、
参加者に対して福岡をアピールしました。SIU2012年福岡総会は9月30日
から10月4日にかけて福岡国際会議場、福岡サンパレス、福岡国際センター
を本会場として行われ、世界各地から4,500名の参加を見込んでいます。カ
ナダに本拠を構えるSIUの歴史において、2012年は初のアジア開催となり
ます。日本、そしてアジアの代表として記憶に残る総会となるよう、参加者に対
する言語スタッフの手配やユニークで日本らしいパーティの企画など、福岡
では現在関係者の総力をあげて準備が進められています。 

平成23年度第50回ライオンズクラブ東洋・東南アジアフォーラム【OSEAL（オセアル）フォーラム】が、フィ
リピンのマニラで、昨年11月24日（木）～27日（日）までの4日間開催されました。 
平成24年度に福岡市で開催される第51回福岡OSEALフォーラム（2012年11月8日（木）～11日（日））ま

で約1年を残すのみとなり、福岡大会各実行委員会のメンバーの方々が、前年度大会の視察及び情報収集の
ため、第50回マニラ大会に出席されました。 
第50回大会登録参加者数は約6,600名となり、第49回台湾高雄大会の約20,000名の登録参加者数に比

べ少なくなったという点では、少々残念な結果に終わりました。 
来年度の福岡大会を控え、各実行委員会のメンバーの方 は々、

各施設や会場、及び事務局スタッフからの情報収集等に加え、
「福岡ナイト」と銘打った誘致・ＰＲのためのレセプションでも精
力的に活動されました。当ビューロースタッフも通訳等をはじ
めとして、視察団に同行し、視察活動のお手伝いをさせていた
だきました。 
福岡大会でも、台湾高雄大会に負けない20,000名を超す

登録参加者数達成と大会の成功を目指し、当ビューローも今
後1年間、実行委員会のメンバーの方 を々できうる限りサポート
していきます。 



注目の会議や学会からPick Upコンベンションニュース 

平成22年（2010年）の都市別国際コンベンション開催状況について 
○福岡市は、10件増加し全国第２位を継続中！ 
○東京以外の都市で2年間連続　開催件数200件を突破！ 
　国土交通省の関連法人である「ＪＮＴＯ（日本政府観光局）」では、毎年秋に前年の「都市別国際コンベンション統計」を
公表しています。平成22年（2010年）の統計が11月8日に発表され、平成22年の本市における国際コンベンションの開
催件数は216件で、2年連続全国第2位となりました。平成20年は東京、横浜に次いで全国第3位でしたが、平成21年で
は本市が34件増と順調な伸びを見せ、さらに平成22年は10件増加し2年連続の第2位を維持しています。 

　近年福岡市内での国際コンベンション開催件数は順調に伸びてきており、今年もその延長線上にあります。継続的な増
加要因としては、アジアの主要都市とのアクセスの良さや宿泊施設の充実といったコンベンション開催場の好条件が揃
っていることに加え、九州大学を主としたアジア太平洋圏の学会主催が多いことがあげられます。 

＊ＪＮＴＯ国際コンベンション基準：国際機関・
団体、国家機関・国内団体が主催する会
議で、参加者50名以上、参加国3カ国以
上のもの 

開 催 日　2012年3月26日（月）～29日（木） 
開催場所　福岡工業大学　ＦＩＴホール 

開 催 日　2012年3月16日（金）～18日（日） 
開催場所　福岡国際会議場　他 

第76回日本循環器学会学術集会 
（JCS2012）の開催に際して 

第２６回コンピュータネットワークと 
その応用に関する国際会議の開催に際して 

コンピュータネットワークとその応用に関する国際
会議（AINA）は、1987年に日本をはじめとするアジア
地区のネットワーク分野の研究者により、コンピュータ
ネットワークとその応用について幅広く議論を行うため
に創設された国際会議です。 
2003年に、中国（西安）で開催された折に名称を「AINA」

とし、IEEE Computer SocietyのTCDP（Technical 
Committee on Distributed Processing）主催の国
際会議となりました。 
2007年にはオーストラリアの政府機関による国際

会議のランク付けでFirstクラスとなり、国際的に高度
なレベルの国際会議として認知されております。 
また、2008年の沖縄でのAINA開催に対して日本政
府観光局から「国際貢献賞」を受賞しています。 
多くの国際会議が欧米を中心に創設されている中で、

AINAはアジア発の国際会議として国内外で高く評価さ
れております。 
特に、2006年、2007年、2009年はオーストリア（ウ

イーン）、カナダ（ナイアガラ）、イギリス（ブラッドフォー
ド）で開催し、欧米での開催でも300名を超える参加者
が集う国際会議へと発展しております。 
今回の会議の中で本分野の最先端の研究発表及び、

アジア発のIEEE Computer Society主催の国際会
議を日本で主催し、我が国の研究活動のみならず本分

野での国際的なプレゼンスを
示すことの意義は大変大きな
事です。 
全世界の皆様と福岡でお

会いできることを楽しみにして
おります。 

実行委員長 

バロリ・レオナルド 

会長 

鹿児島大学大学院 
循環器・呼吸器・代謝内科学  教授 

鄭　忠和 

このたび2012年3月16日（金）～18日（日）の3日間、
福岡国際会議場他3施設において第76回日本循環器
学会学術集会を開催いたします。 
今回、会長企画としてまずAsian - Pacific Congress 

on Doppler Echocardiographyの第16回学術集会を
同時開催とし、次に東南アジア諸国との交流を深める
Asian Joint Case-Conferenceを開催します。 
さらに久山町研究50周年記念シンポジウムとして、

Cardiovascular Epidemiology in the Eastern and 
Western Countries Joint Symposiumを開催します。
これらの3つの会長特別企画がアジアの循環器学の発
展のための足がかりとなることを期待しています。 
本学会の特別講演には、アメリカのEugene  

Braunwald先生をはじめとして10名以上の著名な先
生方を招聘し、美甘レクチャーには心エコー図学の世
界的権威であるアメリカのPravin M. Shah 先生、真
下記念講演には、2010年にノーベル化学賞を受賞さ
れました鈴木 章先生（北海道大学名誉教授）をお迎え
する予定です。また、100歳記念講演として、日野原 重
明先生（聖路加国際病院）にも「後輩へのメッセージ」
のタイトルでご講演いただきます。 
本学術集会がアジアをはじめとする世界の循環器病

学に携わる医学者たちの活発な交流の場となり、メイ
ンタイトルの『愛と情熱：アジアから世界へ』にふさわし

く熱く刺激的な学術集会にな
るよう粉骨砕身努力する所存
です。皆さまの温かいお力添
えをお願いいたします。 

■都市別・県別国際コンベンション開催状況 
　＜都市別＞ 
 

■2年連続増加の要因について 

年 
平成 
20年 
平成 
21年 
平成 
22年 

都市 

件数 

東京 

480

横浜 

184

福岡 

172

京都 

171

名古屋 

130

神戸 

94

つくば 

80

大阪 

77

札幌 

77

千葉 

67

東京 

497

横浜 

179

福岡 

206

京都 

164

名古屋 

124

大阪 

94

札幌 

82

神戸 

76

つくば 

74

千里 

71

東京 

492

福岡 

216

横浜 

174

京都 

156

名古屋 

120

神戸 

91

札幌 

86

仙台 

72

大阪 

69

つくば 

69

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

都市 

件数 

都市 

件数 
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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 

1月～3月 ※内容が変更になる場合があります 

1月20日 

1月21日 

1月27日 

1月28日 

1月29日 

2月3日 

2月10日 

2月16日 

3月10日 

3月16日 

3月18日 

3月26日 

3月27日 

3月29日 

1月27日 

2月17日 

3月21日 

1月20日 

2月18日 

2月25日 

3月21日 

1月22日 

1月22日 

1月27日 

1月28日 

1月29日 

2月4日 

2月10日 

2月17日 

3月11日 

3月18日 

3月19日 

3月29日 

3月30日 

3月30日 

1月30日 

2月18日 

3月25日 

1月22日 

2月19日 

2月25日 

3月27日 

650 

3,000  

1,500  

 

250 

5,000  

100 

500 

300 

15,000  

250 

600 

900 

800 

120,000 

30,000 
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第55回全国フォークダンス指導者講習会 

第54回九州地区スポーツ推進委員研究大会 

第53回九州小学校国語教育研究大会福岡大会 

第296回日本内科学会九州地方会 

第25回日本消化器内視鏡学会九州セミナー 

第27回日本環境感染学会総会 

ハイレベル先進技術セミナー 

シリコンシーベルトサミット福岡2012 

第22回生物試料分析科学会 年次学術集会 

 

平成24年度蚕糸・昆虫機能利用 学術講演会 

 

 

日本農業経済学会大会 

福岡モーターショー2012 

第17回手づくりフェア in 九州 

全国陶磁器フェア in 福岡2012 

第40回全日本クラブ対抗ボウリング選手権大会 

第20回全国障がい者ボウリング大会 

第26回福岡国際クロスカントリー大会 

第34回全国選抜高校テニス大会 

全国 

九州 

九州 

九州 

全国 

全国 

西日本 

国際 

全国 

 

全国 

国際 

 

全国 

全国 

九州 

全国 

全国 

全国 

国際 

全国 

アクシオン福岡 

福岡国際会議場 

 

九州大学医学部百年講堂 

アクロス福岡 

福岡国際会議場 

福岡ＳＲＰセンタービル大ホール 

西鉄グランドホテル 

九州大学医学部百年講堂 

 

九州大学箱崎キャンパス 

福岡工業大学FITホール 

福岡国際会議場 

 

 

マリンメッセ福岡 

マリンメッセ福岡 

博多スターレーン 

博多スターレーン 

海の中道海浜公園 

博多の森テニス競技場他 

（社）日本フォークダンス連盟 

 

福岡県小学校国語教育研究会 

九州大学大学院呼吸器内科学 

 

株式会社コングレ九州支社 

 

 

九州大学病院検査部 

株式会社コングレ九州支社 

 

福岡工業大学情報工学部 

 

 

福岡自動車博覧会実行委員会 

九州手づくりフェア実行委員会 

 

福岡県ボウリング連盟 

03-3469-8706 

092-643-3407 

092-681-3366 

092-642-5378 

092-751-3244 

092-716-7116 

092-846-1600 

092-832-7151 

092-642-5749 

092-716-7120 

092-642-3033 

092-606-0615 

092-642-2834 

092-642-2978 

092-711-5583 

092-436-8007 

092-711-7605 

092-433-6165 

092-781-0561 

092-738-2180 

092-715-6071

平成24年度日本植物病理学会 
（および日韓合同シンポジウム） 

午前　当仁小学校 
午後　福岡大学附属若葉 
　　　高等学校 

（財）福岡県産業・科学技術 
振興財団 

NPO法人九州組込み 
ソフトウェアコンソ－シアム 

第25回日本消化器内視鏡学会 
九州セミナー事務局 

日本蚕糸学会第82回大会 
運営委員会事務局 

九州大学農学部 
植物病理学研究室 

全国陶器フェア in 福岡 
実行委員会事務局 

福岡市障がい者スポーツ・ 
レクリエーション振興会 

第26回福岡国際クロスカ 
ントリ－大会事務局 

全国選抜高校テニス大会 
実行委員会 
（読売新聞西部本社事業部内） 

福岡国際会議場、 
マリンメッセ福岡、 
福岡国際センター 等 

九州大学大学院農学研究院 
農業資源経済学部門食料流 
通学分野 

第54回九州地区スポーツ 
推進委員研究大会福岡県実 
行委員会 

国際 
全国 

全国 
（韓国） 

第26回コンピュータネットワークと 
その応用に関する国際会議 

第76回日本循環器学会学術集会 
（JCS2012） 

福岡サンパレス、 
福岡国際会議場、 
マリンメッセ福岡、 
福岡国際センター 

九州大学50周年記念講堂 
伊都キャンパス 
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「ふくおか 福たび」は、市民が主催する体験＆まち歩きのプログラムです。 

一年を通して利用できるものや、日程が決まっているものでも、アフターコンベ

ンション用に主催者と相談して、日程に組み込むこともできます。 

さて、今冬のテーマは「福岡の食」。玄界灘に面し、近海産の魚介類が特に美味

しいこの時期にこそ、ぜひ体験してほしいプログラムが目白押しです。もちろん

毎日利用できるものもあるのでホームページをチェックしてくださいね。 

アフターコンベンションにも最適！　1年を通じて楽しめる 

この冬 注目のプログラム！ この冬 注目のプログラム！ この冬 注目のプログラム！ 

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：（財）福岡観光コンベンションビューロー 
※各プログラムのお問い合わせは、各プログラム主催者へ 

（英語、韓国語、中国語・簡体字、中国語・繁体字も対応） 

■冬のテーマは「福岡の食」 

■大好評だった秋の「福たび」 

■ 外国人向けプログラムも続 ！々 

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

福岡の体験＆まち歩きプログラム「ふくおか 福たび」 

着物で和食の所作を学び博多美人に 

灯明コンサート in 姪浜住吉神社 

外国人向けのパンフレット　 
観光案内所でも配布 

油山のお寺で紅葉と座禅と手まり寿司 

柳橋連合市場よかもんめぐり 

生でいただく胡麻鯖など刺身やしめ鯖、サバ
サンドと新鮮な鯖を堪能するコース。 
櫛田神社近くの「隠し酒・隠し味　博多おっ
ぺけぺ」で。2,000円（前日まで要予約） 

10月9日に開催した「西部副都心
Ｅまちあるき」。 
ヤフードームから百道、西新エリ
アをガイド付で散策。 

冬の時期限定 

●福岡・博多の食＆伝統文化 
一足先に女性編を12月7日（水）に開催！大盛況でした！ 

老舗料理店「博多い津み゙」三代目主人による、
博多喋園山笠や伝統の博多スタイル＆文化の
解説をききながら食事を堪能。 
男性編は1月25日（水）開催。10,000円（料
理・飲物込）。 

入園時間外の夕暮れに 

●松風園「夕ざりの茶会」 
緑豊かな平尾浄水エリアにある日本庭園で、
ほのかな灯りの中での茶会を楽しみます。 
初心者でもOK。 
2月18日（土）開催。4,100円（季節の点
心弁当付）。 

平成23年秋のシーズンは、花や紅葉といった福
岡の自然を体感できたり、秋の夜長を楽しむプロ
グラムが満載。下記のプログラムのほか、多くの参
加者に楽しんでいただきました。 

「福たび」には、外国人旅行者向けのプログラムも続々
登場しています。「着物を着て町歩き」や「博多人形絵
付け体験」などの常時利用できるものが人気ですが、
下記の「西部副都心のEまちあるき」や「相撲力士と触
れあうちゃんこ鍋体験」のように続 と々開催されていま
す。詳細はホームページをチェック！　各言語毎の素
材集もダウンロードできます。 

●博多鯖（さば）づくしコース 
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クルーズ船大型化に向けた多言語ガイド育成の取り組みを行っています 
福岡市は9月に太宰府市と共同で、増加するクルーズ船受入の充実強化のための特区申請を行いました。 
申請項目の一つに、多言語での通訳ガイドの育成があります。これは外国人観光客の言葉の壁を取り払うサ
ポートを行い、福岡での観光をより満足度の高いものにするためのものです。 
通訳案内士の資格はハードルが高く、現状の登録者数では増加するクルーズ船観光客の数に対応できない

ことなどから、地域独自のガイドを育成し受入体制を強化することが狙いです。 
特区認定後、スムーズに移行できるよう当ビューローでは研修等の準備を行っています。 

今年度はそれぞれの種別で研修を行い、認定後の運用・評価基準策定の基
礎資料とすると共に、受講者に修了証を発行します。 
このような事業を通じて、ますます増加が見込まれる外国人観光客のおもてな
しを充実し、福岡の観光振興と経済効果の創出に貢献したいと考えています。 

○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） 

○23年度ご利用状況（※11月末現在） 

月 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11

ご利用自治体名 

佐賀県・熊本県和水町 

熊本県和水町・熊本県山鹿市 

鹿児島県さつま町・熊本県水俣市 

熊本県天草市 

北東北三県福岡合同事務所（青森県・岩手県・秋田県） 

山口県宇部市・山口県下関市・鹿児島県枕崎市 

熊本県芦北町・佐賀県佐賀市・熊本県天草市・熊本県荒尾市・ 
熊本県八代市／熊本県五木村／宮崎県椎葉村・山口県防府市 

熊本県八代市 

平成２４年も福岡市役所・ふれあい広場北側緑地（小規模イベントスペース）を是非ご利用ください。 
平成23年４月より貸出を開始いたしましたところ、福岡の中心地という好立地・使いやすい手頃なスペ

ース・使用料無料という事で、徐々に人気が広まり、結果的にたくさんのご利用を賜りました。今年も引続き
貸出をしておりますので、各自治体の皆様、観光やイベント告知・特産品の宣伝等に是非ご利用ください。
お待ちしております。 

福岡市観光案内ボランティア協会代表幹事の脇山です。従来、案内業務と煩雑であった事務管理を一
括して協会で行っていましたが、23年度より、福岡市並びに福岡観光コンベンションビューローのご支援
が始まり、観光案内業務に専心することが出来るようになりました。 
お陰さまで、今までなかなか取れなかった観光知識の習得並びに話術やおもてなしのスキルアップに
充てる時間が増え、本当に感謝しております。そのご支援にお応えすべく、ガイドブックだけでは分からな
い歴史や伝統・福岡市の魅力を語り、好印象のうちにお帰りいただけるよう、又、私たち「福
岡市観光案内ボランティアガイドの案内自体」が見るべき福岡の観光素材であるとまで言
われるよう、切磋琢磨して参りたいと考えております。 
是非一度ご利用いただけますようこころよりお待ち申しあげております。 

福岡観光の際は、福岡市観光案内ボランティアガイドを是非ご利用ください。 

○福岡市観光案内ボランティアガイドのお問合せ・お申込は 
　（財）福岡観光コンベンションビューロー 白鳶まで（1092-733-5050） 

（しらつる） 

外国人観光客の福岡でのお買い物を 
支援します。 

外国人団体観光客のバスツアーガイドで、 
満足度の高い福岡観光体験を提供。 

歴史・文化を体験する着地型ツアーのガイド。 
今後ニーズの増加が見込まれます。 

Visit Japan! 

外国クルーズ特区 
（申請中） 

多言語ガイドの 
育成 

－ ①買 物 支 援 ガ イ ド  

－ ②多 言 語 バ ス ガ イド  

－ ③着地型観光ツアーガイド 

【育成する多言語ガイド】 

脇山代表 
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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 

ジャパンフーズ㈱（食品製造） 

学校法人 福岡文化学園（博多女子中学校・高等学校） 

ＦｉｎｄＪａｐａｎ福岡㈱（インバウンドサポート） 

㈱大洋映画劇場（映画館） 

博多なゝ 草（割烹） 

ＮＰＯ法人 九州地域交流推進協議会（諸団体） 

㈱フィーノホテルズ（ベストウェスタン福岡中洲イン） 

㈲ビジュアル・プランニング（広告・デザイン） 

福岡信用金庫（金融） 

㈱福住（不動産） 

㈱ベイサイドプレイス博多（観光施設） 

㈱ドン・キホーテ（小売） 

㈱タオ・エンターテイメント（和太鼓集団） 

㈱阪急阪神百貨店 博多阪急（デパート） 

㈱吉田善平商店（建築資材卸売） 

㈲つまみ菜（和食） 

俄屋（土産品販売） 

NPO法人鴻臚館・福岡城歴史・観光・市民の会 

㈱イースト（経営コンサルタント・システム開発） 

福岡市東区東浜2-8-67 

福岡市東区馬出1-14-18 

福岡市中央区舞鶴1-1-11-3F 

福岡市博多区中洲4-6-18 

福岡市中央区西中洲4-6 

福岡市中央区梅光園2-21-7-502 

福岡市博多区中洲5-1-12 

福岡市西区泉3-17-25 

福岡市中央区天神1-6-8 

福岡市中央区天神2-4-15 

福岡市博多区築港本町13-6 

東京都目黒区青葉台2-19-10 

福岡市中央区大名2-2-1 ＭＩＫＩビル6F 

福岡市博多区博多駅中央街1-1 

福岡市博多区中呉服町1-22 

福岡市博多区美野島2-2-28 

福岡市中央区港3-10-25-701 

福岡市中央区赤坂1-12-15 読売福岡ビル7F 

福岡市博多区博多駅前3-25-21

1092-641-0833 

1092-651-1465 

1092-718-3685 

1092-291-4058 

1092-731-7793 

1092-402-0584 

1092-271-4055 

1092-806-4480 

1092-751-4732 

1092-712-0245 

1092-281-7701 

103-5725-7287 

1092-721-2015 

1092-419-5003 

1092-261-3500 

1092-473-9839 

1092-713-5660 

1092-716-8238 

1092-451-0620

11月18日、賛助会員交流会を西鉄グランドホテルで開催し、300名を超す多くの参加がありました。 
まず、当ビューローから観光コンベンションの現状や誘致に関する活動状況などの報告後、得島市長
にご講演をいただきました。テーマは「福岡市政運営の方向と観光を重視した今後の取組みについて」。 
得島市長は観光政策について熱く語られ、今後必要性が高まる福祉予算など、政策投資財源を確保す

るうえで観光振興はとても重要、と積極的な取り組みの方向性を示されました。 
観光コンベンションの振興は福岡市発展のエンジン、と強調

される市長のお話は、当財団の理念にも通じる興味深いもので、
加えて得島市長ならではの視点が随所にうかがえる斬新な内
容が大好評を博していました。 
懇親会では、名刺交換や情報交換など和やかな交流風景が
見られたほか、会場に設けたＰＲコーナー（会員企業9社が出展）
を見学される参加者も多く、実りある交流会となりました。 

賛助会員交流会を開催 ― 300名以上が参加して盛会裡に ― 

冬 博多の食 冬 博多の食 

文：福岡市観光案内ボランティア協会代表幹事　脇山 静代 

底冷えする冬の昼下がり。今夜は一人鍋でもと思った矢先、東京に住む息
子から電話。母親が留守なため子どもたちにお袋の「博多水炊きを！」と思いた

ったとのこと。「最近は外食でしか水炊きを食べてないんだ。」私はがぜん張り切ってその作り方を披露
することとなった。先ず沢山の鶏がらから取ったスープと、好みの野菜や豆腐などを準備。 
博多流の食べ方は、先ずスープのみを塩と刻んだ博多ねぎでストレートな旨みを味わう。 
その後鶏肉や野菜をポン酢で楽しんだら、しめは残ったスープにご飯と卵の「おじやよ！」と伝授した。
その夜、息子から「まあまあの出来かなぁ。子どもたちには本物の味を博多で是非味わわせたいな！」の
言葉に、私の心も温まった気がした。 

この時期、博多では「十日恵比須正月大祭（1月8日～11日）」が行わ
れます。 
恵比須神社で「商売繁盛」と「縁結び」のお参りをしたら、是非「水炊き」

を味わって見ませんか？博多には水炊き専門店も多数ありますよ！ 
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