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　冬は、福岡の「食」のベストシーズン！
玄海灘の荒波でもまれた魚は、今が旬！ふ
く、アラ、鰤料理などラインナップは充実
です。また、水炊き、モツ鍋など温かい鍋料
理もオススメです。
しかし、福岡の一番のオススメは旅人をも
てなす「あたたかい心づかい」です。
是非、ご賞味あれ！

○平成26年ＮＨＫ大河ドラマ
　『軍師官兵衛』放映決定！
○国際コンベンション開催件数、全国2位！

福岡市長

髙 島 宗一郎

　新年あけましておめでとう
ございます。
皆様におかれましては、ご家族
の皆様ともども、よき新年をお
迎えのことと、謹んでお慶び申
し上げます。
　さて、昨年は４つの大型国際
コンベンションが相次いで開催
され、盛況裡に終了いたしまし
た。また、国際コンベンションの
開催件数におきましては、福岡
市が2009年から３年連続で東
京についで全国で第２位となりました。これもひとえに皆
様方の日ごろのご支援の賜物と感謝いたしております。　
　また、本年におきましては平成 26 年のＮＨＫ大河ドラ
マに『軍師官兵衛』が放映決定したことに伴い、福岡藩の礎
を築いた黒田官兵衛に注目が集まることはいうまでもあ
りません。これを契機に福岡の観光の魅力がさらに発信で
きるものと確信いたしております。
加えて、４月にはオランダ航空の就航が始まり、ヨーロッ
パからの来福者の増加も予想され、福岡のゲートウェイと
しての役割が一層高まるものと期待いたしております。
　今後も当ビューローはＭＩＣＥ（Ｍ：ミーティング、Ｉ：
インセンティブ、Ｃ：コンベンション、Ｅ：イベント等）の
誘致・観光振興等に全力を尽くし、福岡市の発展と地域経
済の振興に寄与してまいりますので、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。
福岡市は、平成24年を観光元年
と位置づけ、市役所組織の再編
をはじめ、観光コンベンション
の推進のため、様々な取り組み
を行っています。
　昨年３月に運行を開始した福
岡オープントップバスは11月に
乗客数が５万人突破するなど、
福岡市の新たな観光の魅力と
なっており、また、アジア最大級3,800人乗りの大型クルー
ズ船「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」も寄港し、国内外か
ら多くの方々が福岡市を訪れました。
　さらに、昨年秋には国際ユニヴァーサルデザイン会議をは
じめとする４つの大規模国際コンベンションが開催され、約
100ヶ国からの参加者で福岡の街が大いに賑わいました。
　福岡市では、この機を捉え、国際コンベンション開催件数
が全国第２位という実績を活かし、開催支援や歓迎演出など
を行い、福岡市のホスピタリティの高さを国内外へ強力に発
信してまいりました。
　特に、ゴールデンオールディーズ・ワールドラグビーフェ
スティバルでは、パレードや舞鶴公園でのウェルカムパー
ティなどの歓迎演出、市民交流事業のほか、街中での親切な
対応など、福岡市民のホスピタリティが高く評価され、フレ
ンドシップアワードを受賞しました。
　今年は新たな観光・集客戦略を策定し、官民あげてさらな
る集客の拡大に向け取り組んでまいりますので、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。

公益財団法人　福岡観光
コンベンションビューロー

会長 末吉 紀雄

初詣に多くの人が訪れる博多の総鎮守「櫛田神社」（博多区）

油山市民の森（南区） 博多の伝統工芸「博多独楽」
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コンベンション支援語学ボランティア(コンボラ)について

2013年開催予定の大型コンベンションについて

平成23年（2011年）の都市別国際会議開催件数、3年連続 第2位！

2013年も福岡市では、3000名を超える大型コンベンションが相次いで開催されます。
予定されている主なコンベンションをご紹介します。

【規模】15,000名（海外より200名参加予定・15カ国）　【会場】福岡国際会議場他、福岡市・北九州市・久留米市・筑後市等
第67回全国レクリエーション大会福岡大会 【時期】平成25年10月25日(金)～10月27日(日)　

【規模】12,000名　【会場】福岡国際会議場、マリンメッセ福岡他
第113回日本外科学会定期学術集会 【時期】平成25年4月11日(木)～4月13日(土)

【規模】3,000名　【会場】福岡国際会議場他　
第122回日本補綴歯科学会学術大会 【時期】平成25年5月18日(土)～5月19日(日)　

【規模】6,000名　【会場】福岡国際会議場
第109回日本精神神経学会学術総会 【時期】平成25年5月23日(木)～5月25日(土)　

【規模】4,000名　【会場】福岡国際会議場他　
第14回日本認知症ケア学会大会 【時期】平成25年6月1日(土)～6月2日(日)　

【規模】15,000名　【会場】福岡国際会議場、マリンメッセ福岡、ほか
第58回日本透析医学会学術集会･総会 【時期】平成25年6月20日(木)～6月23日(日)　

【規模】4,000名　【会場】福岡国際会議場　
第43回日本口腔インプラント学会・学術大会 【時期】平成25年9月13日(金)～9月15日(日)

【規模】3,000名　【会場】福岡国際会議場　
第58回日本口腔外科学会総会・学術集会 【時期】平成25年10月11日(金)～10月13日(日)

【規模】3,000名　【会場】福岡国際会議場　
第26回日本内視鏡外科学会総会 【時期】平成25年11月28日(木)～11月30日(土)　

　コンベンション支援語学ボランティア（通称コンボラ）と
は、昨秋福岡市で開催された4大コンベンションの第32回国
際泌尿器科学会総会（SIU）、第4回国際ユニヴァーサルデザ
イン会議2012in福岡（UD）、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（GO）、第51回
OSEALフォーラムにて、「英語」でのコミュニケーションをお
手伝い頂くことを目的に、福岡市が公募した語学ボランティ
アのことです。コンボラの大きな役割は、海外からの参加者
への「英語でのおもてなし」と、「福岡市のPR」！
デビューは10月1日（月）に開催されたSIUナイト。川端商店
街を中心とした国際交流の場で大活躍され、その後UD、
GO、OSEAL等、全ての4大コンベンションで多大なるご協
力を頂きました。

今回ご登録頂いた76名は、老若男女、国籍も様々。コンボラ
の皆さんには、海外からお越しになられた多くの参加者に対
し、「おもてなし」の心でお手伝い頂きました！その思いは参加
者の皆さんへきっと伝わったことと思います。

都市別国際コンベンション開催状況 ※ＪＮＴＯ国際会議選定基準：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(日本含む)以上のもの

年
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(平成21年)

2010年
(平成22年)
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(平成23年)

順位
都市
件数
都市
件数
都市
件数
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東京都
497
東京都
491
東京都
470

福岡市
206
福岡市
216
福岡市
221

横浜市
179
横浜市
174
横浜市
169

京都市
164
京都市
155
京都市
137

名古屋市
124
名古屋市
122
名古屋市
112

大阪市
94
神戸市
91
神戸市
83

札幌市
82
札幌市
86
札幌市
73

神戸市
76
仙台市
72
大阪市
72

つくば地区
74
大阪市
69

千里地区
54

千里地区
71

つくば地区
69

つくば地区
46

SIUナイトでの活動 GOで頑張るコンボラの皆さん

　国土交通省の関連法人である「日本政府観光局（ＪＮＴＯ）」では、11月19日に2011年の「日本の国際会議開催件数」を
公表しました。それによると、2011年平成23年国際会議の開催件数は、日本全体で1,892件でその内、福岡市における国
際会議の開催件数は221件で、東京以外の都市では、唯一開催件数200件を超え、３年連続 全国第２位となりました。
　平成21年から順調な伸びを見せ、毎年増加し３年連続の第２位を維持しています。特に平成23年は、東日本大震災や原
子力発電所の事故に伴い、日本全体として、外国からの入国者数が大幅に減少する中、福岡市においては前年を上回る開
催件数を確保することができました。
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2012年クルーズ総括

海外メディアも注目の都市「フクオカ」！

2012年に博多港を訪れた外国発クルーズ船は、計85回※と過去最多を記録。
クルーズ船対応現場のトピックスを紹介します！※2012年11月2日現在

昨年は当ビューローに海外メディアから「フクオカ」を紹介
する取材依頼が多数ありました。
香港で約10万部発行の旅雑誌「Ｕマガジン」をはじめ、ハ
ワイで放送されている日本の旅番組で視聴率№１の「アル
ティメット・ジャパン」、また中国・上海で58万部発行の人
気女性雑誌「ジェシカ」などから取材依頼があり、福岡の
魅力を最大限に発信できる内容を当ビューローより提案
し、対応しました。
　各メディアの取材内容も観光地だけではなく、福岡の地
元の飲食店や最新スポット、またちょっと足を延ばした福
岡近郊のエリアまで、より幅広く、より深い内容となりまし
た。日頃から世界各地を訪れている取材班も福岡の魅力に

驚き、当初予定していた取材時間を大幅に
延長。「福岡に来る前は、こんなに魅力的な
ところとは思わなかった！」と口を揃えて福
岡の魅力をあれもこれもと精力的に取材し
ていました。
　今回の取材対応でビューローが得たも
のも大変多く、海外の方の趣向は私たち
が思っている以上に多様で、このような雑誌やＴＶでそれ
ぞれのニーズに応じた魅力を常に発信しているメディアの
方々 の意見は非常に参考となりました。
今後も、このような機会をとらえ、効果的な海外プロモー
ションを積極的に進めていきたいと考えています。

内訳は、韓国発「クラブ・ハーモニー」39回、中国発「コスタ・ビクトリア」22回、「ボ
イジャー・オブ・ザ・シーズ」11回、「レジェンド・オブ・ザ・シーズ」7回、その他6回。
中国発着の寄港は計40回で、最大48億円(一人当たり消費額4.4万円で試算)が福
岡市、及びその近郊で消費された計算になります。

米ロイヤル・カリビアン・インターナショナル社保有の総トン数13.7万トンを誇る
超大型船「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」が、6月博多港へ本邦初寄港。10月まで
の約4カ月間で、中国発着ルートを中心に計11回福岡を訪れました。

外国発クルーズ船寄港数、過去最多の85回、約16万人の
外国人観光客が来福

■

■

■

■

超大型船「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」が初寄港

中国発クルーズ船の増加を受け、寄港日は福岡市役所1階ロビーに臨時案内所を
設置。クルーズ船客の問い合わせに対応しました。

市役所内に案内所設置

クルーズ船寄港時に語学ボランティアとして活躍するウェルカムサポーターの登
録者数が、10月に300人を突破しました。

ウェルカムサポーターの登録人数が300人を突破

2013年も多数の寄港が予定されており、当ビューローではウェルカムサポーターの増員をはじめ様 な々受入れ体制強化を図っていきます！

寄港数最多の韓国発クラブ・ハーモニー号

市役所の臨時案内所で観光客に対応するウェルカムサポーター

ウェルカムサポーター用のジャンパーを3カ国語で製作、今冬から使用

熱心に取材する上海の女性雑誌「ジェシカ」の記者 ロボスクエアでハワイの旅番組「アルティメット・ジャパン」の撮影



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　2013年1月25日（金）～27日（日）
開催場所　福岡国際会議場、福岡サンパレス、マリンメッセ福岡

開 催 日　2013年3月25日（月）～3月29日（金）
開催場所　福岡国際会議場

MODULARITY: aosd 2013
国際会議の開催に際して

第36回日本眼科手術学会総会
開催に際して

　この度、第36回日本眼科手術学会総会を2013
年1月25日（金）～27日（日）までの3日間、福岡国
際会議場・福岡サンパレス・マリンメッセ福岡にお
いて開催いたします。本学会を開催させていただ
きますことを会員はじめ関係の皆様に厚くお礼申
し上げます。
　本学会は、毎年１月に開催される眼科手術に特
化した全国学会で、約4,000名ほどの出席者が予
定されています。内容は特別講演、招待講演、シン
ポジウム、教育セミナー、スキルトランスファーコー
ス、インストラクションコース、コメディカルプログ
ラムなど様々なプログラムが企画されています。
　尚、特別講演は下村嘉一教授(近畿大)、白神史
雄教授(香川大)、谷口重雄教授(昭和大学藤が丘リ
ハビリテーション病院)の3名の先生方に、また招
待講演は、Dr.Yannick Le Mer (Fondation 
Rothschild)にお願いしております。それぞれの分
野での眼科手術のエキスパートの先生方の素晴ら
しいお話が拝聴できると期待しています。 
　本学会の開催は眼科手術の新たな展望を開き、
より先進的な技術を幅広く習得して一人でも多くの
患者さんの希望となれるようにと、国内外から参加
される医師の方 も々熱意にあふれています。

　今後の眼科手術の発展に大き
く寄与できるようなすばらしい学
会にしたいと考えておりますので、
会員をはじめ皆様方の多数のご参
加を、心よりお待ち申し上げます。

MODULARITY: aosd 2013国際会議

東京大学大学院総合文化研究科准教授

増原　英彦

　2013年3月25日（月）から29日（金）にかけ
て、「MODULARITY: aosd 2013」と題され
たモジュラーなソフトウェア開発に関する国際
会議が福岡国際会議場で開催されます。近
年、スマートフォン、オンラインショッピング、
自動車の制御などをはじめとしてわたしたちの
身の周りのあらゆるものが情報システムに依存
するようになってきています。そういったシステ
ムのソフトウェアは複雑かつ大規模であるにも
関らず、正確かつ短期間で作らなければいけ
ません。そのためにはソフトウェアを《モジュ
ラーに》つまり様々な部品に分けて作成しそれ
を組み立ててゆくわけですが、そこには様々な
研究課題があります。本国際会議はそういっ
たモジュラーなソフトウェア開発に関する理論
から実践までの様々な研究成果を発表し議論
する場です。
　欧米をはじめとする諸外国からの参加者も
多数見込んでいますが、過去に日本を訪れた
ことがある人も、初めて日本を訪れる人も、福

岡とその周辺地域の歴史・自
然・食事などの魅力に大きな
期待を寄せています。

大会委員長

第36回日本眼科手術学会総会

九州大学大学院医学研究院　眼科学分野教授

石橋　達朗会長

平成24年度秋の４大コンベンションが終わって

　福岡では昨秋、4大コンベンションが開催されました。
「第32回国際泌尿器科学会」における川端商店街全体での
イベントの開催は、恐らく全国でも初めての試みであり、業
界やマスコミからも大きくとりあげられました。
　次に、「第４回国際ユニバーサルデザイン会議2012」で
は、すべての人が使いこなすことのできる製品や環境など
のデザインを目指す概念に賛同する福岡市の姿勢を、広く
アピールすることができました。
　また、「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」では、既に開催が決定している2019年
のラグビーワールドカップを控え、日本としての受け入れ体
制の一端を体験してもらう良い機会となりました。

　最後に「第51回ライオンズ東洋東南アジアフォーラム」に
おいても、既に開催が決定している2016年の世界大会に向
け、関係機関及び関係者全体にとって予行演習ともなる貴
重な体験となり、
フォーラムも盛況の
うちに終わりまし
た。各コンベンショ
ンの意義は大きく、
これらの貴重な経
験を今後の更なる誘
致支援体制強化に
つなげていきます。 フレンドシップアワードを福岡市が授賞

(ゴールデンオールディーズワールドフェスティバル)
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新日本製薬杯

in

092-802-0262

1月～3月 ※内容が変更になる場合があります2013
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個人旅行からアフターコンベンションまで！！

冬の福岡を満喫。体験＆まち歩きプログラム「ふくおか福たび」

女正月！美食でお正月女子会
めしょうがつ

　福岡の美味しい食材や名物料理など、食べてキレイになる“美”級グルメを味わうプロ
グラムから、まち歩きプログラムまで、様々なプログラムをラインナップしました！冬の福
たび「博多冬たび」をぜひ、チェックしてください。

各店舗共通 時間 料金18：30会食開始 5,000円(税込、飲物別)
申込(問合せ) 各店舗

人気店のオーナーシェフが、女性へ贈る
　　　　　　　女正月限定「美食メニュー」が登場！

平成26年ＮＨＫ「大河ドラマ」が『軍師官兵衛』に決定！
　平成26年（2014年）のNHK「大河ドラマ」が『軍師官兵衛』に決まりました！
信長・秀吉・家康に仕え、福岡藩52万石の礎を作った稀代の戦略家であり、黒
田如水として親しまれている黒田官兵衛の物語です。
撮影・放映と共に、官兵衛が晩年を過ごしたゆかりの地「福岡」に注目が集まる
ことが大いに期待されています。放映決定の発表以降、関連施設等への問い
合わせも増加しており、市民の関心の高さがうかがえます。
　『軍師官兵衛』の発表直後の11月1日には「福岡城・鴻臚館の将来を市民と考
える実行委員会」による第3回市民フォーラム「福岡城・鴻臚館を観光都市福
岡のランドマークに」が開催され、NHK「大河ドラマ」の時代考証をつとめると
ともに、『黒田如水』等の著書がある静岡大学名誉教授・小和田哲男氏と、落語
家でお城好きでも有名な春風亭昇太師匠の講演が行われました。フォーラム
には定員を大幅に超える参加申込みがあり、用意した約450席はほぼ満席の
状態となりました。
　また、黒田家の品 を々多数収蔵する福岡市博物館も平成25年秋に大幅にリ
ニューアル予定で、『軍師官兵衛』の放映を目前に多くのファンが訪れることが
期待されます。
　福岡市及び当ビューローでも、この機会を福岡の更なる観光振興に結びつ
けていくため、今後さまざまな取り組みを行っていきます。

福岡城跡

熱心に講演を聞く参加者たち

福岡市博物館では一足早く、黒田家名宝展示として、黒田官兵
衛孝高（如水）が愛用した刀剣などを、平成25年3月31日（日）
まで展示中です。
※会場は、部門別展示室２「黒田記念室」（展示替えあり。黒田
節でおなじみの名槍「日本号」は常時展示。）問合せは、福岡市
博物館（電話：092-845-5011）まで。

福岡市博物館「黒田家名宝展示」
「福岡城・鴻臚館の将来を市民と考える実行委員会」では、『軍
師官兵衛』が晩年を過ごした福岡城を散策する「お城めぐり」
ツアーを毎週土・日に開催しています（1名につき500円、要事
前申込、各回先着10名）。ガイドが分かりやすい説明を交えて
福岡城をご案内します。問合せは、福岡城・鴻臚館の将来を市
民と考える実行委員会（電話：092-716-8238）まで。

「福岡城・鴻臚館お城めぐり」まち歩き、好評開催中黒田官兵衛トピック
ス

1/11
金
日本料理店
「博多い津 み゙」 092-291-0231

092-732-5277       

092-731-1536       

☎

☎

☎

1/18
金

毎週

フランス料理店
「ラ ターブル ド プロヴァンス」 

1/25
金
イタリア料理店
「リストランテ・イル・ボッコーネ」

観光案内所などで配布中の

「博多冬たび」パンフレット。

ホームページからもダウン

ロードできます。

申込(問合せ) SOZOX

英語で博多まち歩き(平成25年3月末まで)
外国人のおもてなしにオススメ！ガイド(通訳案内士)と
一緒に英語で博多部の寺社仏閣をめぐります。

火・木・土・日 時間 10:00～12：00 料金 1,000円
080-4310-4173      ☎

応募条件
テーマに沿って、福岡を舞台に観光客や福岡在
住の方へ福岡の魅力を伝えたいと思う熱い意
思と「おもてなし」の気持ちをお持ちの方。(企
業も受付可)
「福たび」ホームページより応募下さい。（プログ
ラム承認後、福たびプログラムとなります。）ご
不明な点は、事務局までお問合わせください。
応募締切　平成25年1月10日(木)
春の福たびテーマ：ようこそ福岡へ！
　　　　　　　　これであなたも“FUKUOKA通”
福たび事務局　☎092-733-5050
　　　　　　　　  （平日9：30～17：00）

●

●

●

春のプログラム(主催者)募集中！
「福たび」プログラムを一緒に作りませんか。
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　昨年(平成24年)8月からビジネスに役立つ情報いっぱいの賛助会員限定メルマガ「FCVB賛助会員だより」を
配信しています。
関係部署にも転送していただき皆様でご覧下さい。まだメールアドレスをビューローにお知らせいただいていな
い会員様は、ぜひお知らせください。

　賛助会員交流会を11月22日に、西鉄グランドホテルで開催し、約300名の参加
者をお迎えして盛会裡に終了しました。今回は、前観光庁長官で福岡市観光戦略
アドバイザーの溝畑宏氏に「福岡をアジアの玄関口に！」と題してご講演をいただ
きました。
　溝畑氏は福岡をアピールするためには、官民あげてオール福岡での取り組みが
重要であり、観光関連従事者だけでなく市民も巻き込んで盛り上げる必要がある
ことを強調されました。

　日本再生のための成長戦略として、観光立国と地域活性化について熱く語る溝畑氏の講演に、参加者は熱心
に聴き入っていました。
　講演会終了後、懇親会にも溝畑氏は参加し、会場では名刺交換や情報交換など
活発な交流風景が見られました。また、抽選会では会員様から協賛をいただいた
豊富な賞品に当選のたびに大きな歓声が上がっていました。
　会場では会員様10社によるＰＲコーナーが設置され、多くの見学者が集まるな
ど有意義なうちに終了することができました。ご参加いただいた会員の皆様、協賛
品をご提供いただいた会員企業様、PR出展いただいた会員様に厚くお礼を申し上
げます。

平成24年度賛助会員交流会を開催
―観光戦略アドバイザー溝畑氏が熱く講演―

会員様のお役に立つ「賛助会員限定メールマガジン」配信中！
～メールアドレスをお知らせ下さい～

熱く講演する溝畑 宏 氏

熱心に講演を聞く参加者たち

【メールマガジン「FCVB賛助会員だより」の配信概要】
配 信 日

配信内容

月刊で、毎月第１水曜日に配信。

ビューローの活動状況、コンベンション情報、会員サービスの内容、福岡市等の行政機関からの情報
等をお知らせしています。

【１１月号のメルマガに掲載した会員限定サービスについて】
貴社のＰＲにビューローＨＰをご活用下さい

会員様からのＰＲ情報をビューローＨＰトップページで「耳よりニュース」として紹介しています。
貴社をＰＲする絶好の機会です。ＰＲ情報の登録は「賛助会員専用ページ」からログインください
⇒  http://welcome-fukuoka.or.jp/members/login.php
※会員番号・パスワードが不明の時や、情報の登録方法がわからない時は
　総務企画課：林・南里TEL 092-733-5050までお問合せ下さい。

おもてなしに便利な外国語フレーズ集（交通機関編）Let's Try！

チケット売り場はこちらです

クレジットカード使えます(使えません)

ここで乗り換えてください

～へ行きます(行きません)

よい一日を!

日本語 中国語 韓国語

ワ ン
ポイント

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

Shou piao chu shi zai zhe er:ショウ ピアオ チュウ ザイ チャー ティケッ パンメソヌン イッチョギムニダ

ヨギソ カラタセヨ

カヨ(アン ガヨ)

チョウン ハル ボネセヨ

qing zai zhe er huan che:チン ザイ ヂャール ホアン チャー

qu(bu qu):チュー(ブー チュウ)

zhu ni yu kuai:ヂゥゥ ニィ ユー クァイ

ke yi (bu ke yi)yong:クァーイーヨン
(ブクァーイーヨン)シンヨンカァ シンヨンカドゥルル サヨンハルス イッスムニダ(オプスムニダ)
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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）5050

問合せ先 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

博多リバレイン（イニミニマニモ）
福岡市博多区下川端町3-1
☎092-271-5050

(株)ビー・ピー・シー（出版・広告印刷・デザイン業）
福岡市東区大字上和白辺分野219-3
☎092-608-1606

(株)新日本ロジテック（由布院別邸樹）
大分県由布市湯布院町川上2652-2
☎0977-85-4711

ワイズ・ジャパン(株)（旅行業）
福岡市中央区渡辺通5-13-11
☎092-724-0112

(株)エーワン（包装資材製造販売）
滋賀県長浜市西上坂町305
☎0749-63-1511

観光コーディネート・編集・PR ｂｌａｎｃｈｅ（ブランシェ）
福岡市中央区大名1-14-28
☎090-1870-3047

(有)アクティブハカタ（イベント企画運営）
福岡市博多区綱場町6-13
☎092-271-5604

(株)新日本ロジテック（博多十和蔵）
福岡市中央区西中洲5-29
☎092-738-5578

ＮＯＷ ＨＵＭＡＮ（ナウ・ヒューマン）（オリジナルグッズ企画製作）
福岡市南区老司3-35-19
☎090-4583-5872

冬 博多の食 ― 三社詣りと博多雑煮 ―
まい

十日恵比須大祭 1月8日（火）～11日（金）
十日恵比須神社

初庚申

毎年、最初の庚申の日に行われる厄除祈願の
祭事。夜明け前から、赤い猿のお面を求める方
で賑わいます。

ハートイルミネーション
2月1日（金）～2月14日（木）※予定　福岡タワー
バレンタインシーズンの風物詩となっている。
タワー壁面にハートのイルミネーションが点灯し、
福岡のバレンタインを彩ります。

イベント情報

節分祭 2月3日（日）
櫛田神社／東長寺／住吉神社

無病息災を願い、福を呼び込む節分祭。
櫛田神社の鳥居には日本一の「おたふく面」、東
長寺は年3回しか開かない国の重要文化財・千
手観音もご開帳されます。

※東長寺
　2月2日(土)・3日(日)

猿田彦神社

2月23日（土）

商売繁盛のご利益を授かるために毎年多くの参拝
者で賑わいます。
1月9日には、博多券番の「徒歩（かち）詣り」が新春
に華を添えます。

文：福岡市観光案内ボランティア　隈 信子

　福岡では、初詣として「三社詣り」を行う風習があります。三社詣りとは、
福岡を中心に初詣として行われている習慣です。三社に詣で、1年の幸せ
を祈願するなんて、ちょっと欲張りかもしれませんね。
　そして、博多のお正月に欠かせないのが大きなお椀に入った具だくさん
の「博多雑煮」です。特徴といえば、焼きあごや昆布でダシを取り、ゆでた
丸餅に具材は鰤や𩺊の切り身とかつお菜、鶏肉、椎茸、紅白かまぼこ、里
芋、梅花人参、大根、するめ、昆布の細切りなど、各家庭によって多少の違
いはあっても、これらのものが彩りよく入っています。
　具材は一人前ずつ竹串に通して用意しておきます。これは、盛り付けを
手早くするためと具材が均等に行き渡るようにする昔からの知恵です。
私もようやく母に習った「博多雑煮」が作れるようになった気がします。
この「博多雑煮」を次の世代へ伝えていきたいと思います。

あらぶり
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