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02 ｜ 博多の秋の風物詩「博多旧市街フェスティバル」開催！（10/1 〜 14）
03 ｜ ラグビーワールドカップ 2019™を楽しもう！
03 ｜ 外国人来福者向けに RWC2019 特設ページを開設！
08 ｜ 賛助会員交流会を開催します

● お 知 ら せ

博多の秋の風物詩
「博多旧市街フェスティバル」
開催！（10/1 〜 14）
今年 14 回目を迎える「博多旧市街ライトアップウォーク」をさらにスケールアップし、より福岡の魅力を堪能し、
楽しんでいただける「博多旧市街フェスティバル」を開催いたします。
ラグビーワールドカップの開催期間でもあることから、国内外から福岡にお越しになる多くの方々にも福岡の滞在を
楽しんでいただける おもてなし をご用意しています。この機会に、ぜひお出かけください！

〜博多旧市街フェスティバル〜主なイベント情報

NEW
（A）博多川スカイランタン●

参加者が願いを書いたLEDランタン200個を空中に浮かべ、
光の祝祭空間をつくります！
川端通商店街では
「川端夜祭」
も開催！
◆日程：10月4日(金)18:00〜22:00 ◆参加費：ランタン制作料500円/個
（先着200個）
◆場所：冷泉公園で制作し博多川沿いに浮かべます。

NEW
（B）町家で楽しむ日本の伝統美●

「博多町家」
ふるさと館が、
日本の伝統美の殿堂になります！
◆日程：10月11日(金)〜14日
（月･祝）10：00〜21：00
（初日のみ18：00〜） ◆場所：
「博多町家」
ふるさと館・町家棟
◆内容：①活け花鑑賞(博多の伝統工芸を組み合わせたいけばな)/ 10：00〜21：00 ※初日は18：00から・無料
②能楽ワークショップ/10月11日
（金）
〜13日
（日）
/各日とも18：00〜21：00･無料
③折り紙のワークショップ/10月12日
（土）13：00〜16：00・有料300円
④秋の香袋ワークショップ/10月13日
（日）13：00〜16：00･有料1,500円

（C）櫛田神社 月ノ宴

NEW
‒Directed by NAKED-●

NAKED社による光と音の演出をお楽しみください！
◆日程：10月11日(金)〜14日(月･祝) 18：00〜21：00 ※雨天決行
◆場所：櫛田神社境内（有料・無料エリアあり）
※有料エリアは
「博多旧市街ライトアップウォーク2019」
のチケットで入場可
※その他、櫛田表参道沿いを提灯などの光のしつらえで彩ります。

NEW
（D）忍者プロジェクト●

日本忍者協議会とavexが推進する、世界初の忍者エンタテインメントショーをお楽しみください！
◆日程：10月3日(木)〜5日(土) ※1公演1回10分で、各公演前に博多旧市街フェスティバルのPRが入ります。
10月3日
（木）
①15：00 ②17：30 / 10月4日
（金）
①13：00 ②15：00 ③17：00 / 10月5日
（土）
①11：00 ②13：00 ③16：30
◆場所：キャナルシティ博多B1F サンプラザステージ
【博多旧市街フェスティバルに関するお問い合わせ先】
福岡市経済観光文化局地域観光推進課 TEL:092-711-4984（平日10：00〜17：00）

~博多旧市街ライトアップウォーク2019~
◆期間：2019年10月11日
（金）
〜10月14日
（月･祝）18：00〜21：00（入場は20：45まで）
◆会場：＜有料会場＞櫛田神社（注連懸稲荷神社）、承天寺（方丈・開山堂）、龍宮寺、東長寺、
妙楽寺、円覚寺、本岳寺、善導寺、妙典寺、海元寺
＜無料会場＞櫛田神社（プレミアムステージ）、承天寺（仏殿）、博多千年門、
「博多町家」
ふるさと館、
はかた伝統工芸館、
正定寺（山門）、一行寺（山門）、葛城地蔵尊
（税込）
：１枚で全有料会場それぞれ１回の入場可、保護者同伴の中学生以下無料
◆入場チケット
＜前売券＞ 1,000円 ＜当日券＞ 1,500円
＜eチケット＞ 前売券 950円、 当日券 1,450円
＜エクスプレスパス＞ 3,000円
（入場料込）※入場列を待たずに入場できます。
（１日50枚限定）
◆チ ケット 販 売 所：福岡市観光案内所（天神・博多駅）、
「博多町家」ふるさと館、
はかた伝統工芸館、櫛田神社（お札所）、
ユニバーサル
カフェ
（福岡市役所１F）、
キャナルツーリストラウンジ、博多阪急７F総合サービスカウンター、Yahoo! JAPANパス
マーケット、
セブンチケット
（※）、
ローソンチケット
（※） ※印は当日特設券売場にてチケットと引き換えが必要
◆主
催：博多ライトアップウォーク実行委員会
【博多旧市街ライトアップウォークに関するお問い合わせ先】
インフォメーションセンター TEL:092-283-5215（平日10：00〜17：00
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※会期中は21：00まで）

※詳しくは専用
ホームページを
ご覧ください。

● お 知 ら せ

福岡城跡、
大濠公園エリアでラグビーファンの
皆さんに向けて
「おもてなし」
イベントを開催！
！
サムライライディング（乗馬体験）

Wine＆Jazz Night in Ohori Park

◆日 程：10/5（土）
・6（日）<雨天中止>

<観月会> ワインとジャズを楽しむ

◆場

所：袴姿で馬に乗り、福岡城跡(福岡城むかし探訪館〜多聞

◆日 程：10/13(日)18：30〜21：30

◆内

容：各回定員4名(10/6⑥のみ2名)･乗馬体験約40分

櫓間を往復)を散策します。

演奏①19：00〜 ②20：00〜

事前申し込み(空きがあれば当日受付可)

◆場

所：ロイヤルガーデンカフェ大濠公園
福岡市中央区大濠公園1-3 ボートハウス大濠パーク1F

①10：00〜②11：00〜③12：00〜④14：00〜

◆参加費：2,000円/人

⑤15：00〜⑥16：00〜※天候によりコースが変更になる場合あり

（限定150枚で、
事前にチケットを販売いたします。）
◆チケット販売場所：ロイヤルガーデンカフェ大濠公園、
福岡城
「舞遊の

◆参加費：9,800円/人
<含まれるもの>レンタル着物･着付け、乗馬、
お茶お菓子
【お問合せ・申込】
：福岡城「舞遊の館」 TEL：092-707-3191

館」
、
福岡観光コンベンションビューロー、
TKTS FUKUOKA TENJIN
<含まれるもの>ドリンク2杯
（ワイン・ビールなど）
、
おつまみ１品
【お問合せ】
：(公財)福岡観光コンベンションビューロー
TEL：092-733-5050
（平日9：00〜17：30）

ラグビーワールドカップ2019 ™ を楽しもう！
ラグビーワールドカップ2019™が9月20日(金)に開幕。福岡

ラグビーワールドカップ2019™開催期間中の9月20日
（金）
か

市では、イタリア×カナダ
（9/26）
、フランス×アメリカ
（10/2）
、

ら10月13日
（日）
まで、
JR博多駅前広場にて大会公式イベン
「ファ

アイルランド×サモア
（10/12）
のプール戦3試合が博多の森球技

ンゾーン」
が開催。大型ビジョンでの試合放映のほか、音楽ライ

場にて開催されます。

ブや伝統芸能など各種ス
テージや飲食ブース、スポ
ンサーブース、ラグビー体
験コーナーなどが設置さ
れます。
（入場無料）

また、
決勝トーナメントは右記の

場所にてパブリックビューイングの
実施が予定されています。

○準々決勝：
○準 決 勝：
○決
勝：

10月19日（土）または20日（日）天神中央公園西中洲エリア
（※日本代表が進出した場合のみ実施予定）
10月26日（土）、27日（日）天神中央公園西中洲エリア
11月2日（土）市役所西側ふれあい広場

外国人来福者向けにRWC2019特設ページを開設！
ラグビーワールドカップ 2019 で福岡市を訪れる外国人向けに、福岡市公式シティガイド「よかなび」に
RWC2019 特設ページを開設しました。
このページでは、期間中及びその前後で福岡市で行われるラグ
ビーワールドカップ関連のイベント情報、期間中に開催される博多
旧市街フェスティバルの情報、ラグビーファン向けの飲食店情報を
提供しています。
もちろんモバイルにも完全対応！ 福岡市を訪れた海外のラグ
ビーファンが福岡市での滞在を楽しむために有益な情報が得られ
るようになっています。
（ページは英語のみ）
ぜひご活用ください！
URL https://yokanavi.com/en/rwc2019/
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コ ン ベ ン ション ニ ュ ー ス

注 目 の 会 議や 学 会 からP i c k U p

第6回アジア神経精神薬理学会(AsCNP2019)
日程

2019年10月11日
（金）
〜13日
（日）

福岡国際会議場、福岡サンパレス ホテル＆ホール

場所

この度、第6回アジア神経精神薬理学会 (AsCNP: Asian College
of Neuropsychopharmacology)大 会 を、2019年10月11日（金）か
ら13日（日）の3日間、開催させていただくこととなりました。本大会
は、第49回日本神経精神薬理学会
（JSNP）と第29回日本臨床精神神経
薬理学会（JSCNP）と同時開催となります。アジアの多くの研究者、医
療従事者、製薬企業関係者、規制当局関係者等が一堂に会し、日頃それ
ぞれで進めている活動を総合し、大きな発展を目指します。中枢神経
系用薬に関係する広い分野での革新的な展開がなされるものと確信
しております。多くの皆様のご参加を、心よりお待ちしております。
〔大会ホームページ〕
https://www2.aeplan.co.jp/ascnp/index.html

第6回アジア神経精神薬理学会（AsCNP 2019）
会 長：池田 和隆（東京都医学総合研究所精神行動医学研究分野 分野長）
副会長：下田 和孝（獨協医科大学精神神経医学講座 教授）
副会長：染矢 俊幸（新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野 教授）

第2 9回日本医療薬学会年会
日程

2019年11月2日
（土）
〜4日
（月・祝） 場 所

福岡国際会議場、マリンメッセ福岡、福岡サンパレス、ホテル日航福岡

2019年11月2日（土）から4日（月・祝）にかけて、福岡国際会議場・マ
リンメッセ福岡・福岡サンパレス・ホテル日航福岡において、第29回日
本医療薬学会年会を開催いたします。本年会では、メインテーマを「新
しい時代を担う医療薬学のこれから〜薬学の英知の結集〜」
といたし
ました。医療が益々複雑化・高度化していく中において、新しい時代
を担う医療薬学のこれからについて議論したいと考えています。最
先端の医療や研究でご活躍されている国内外の先生をお招きし、近年
のニーズに即した最新のテーマを中心に、特別講演をいただく予定で
す。さらには、国際シンポジウム、公募シンポジウム、一般演題、ワー

クショップ、共催セミナー、市民公開講座な
どを企画しています。

教授・薬剤部長
武田 泰生

（鹿児島大学病院

薬剤部）

第15回 QS-APPLE２０１９（QS Asia-Pacific Professional Leaders Education Conference and Exhibition）
日程

2019年11月26日
（火）
〜28日
（木） 場 所

福岡国際会議場、九州大学伊都キャンパス

QS-APPLEはQS（英国の大学評
価機関Quacquarelli Symondsの
略称）社が主催するアジア太平洋
地域の年次総会の一つです。日本
で初めて開催されることもあり、
国内外から通常より多い約700名
の参加が見込まれています。九州
大学はオーガナイジングパート

ナーとして会議運営を行います。
本カンファレンスの目的は、アジア太平洋地域に所在する大学の持

つ課題・最新情報・成功事例を共有すること、大学関係者の国際ネット
ワークを推進することです。今回は『第四次産業革命と高齢化社会：
変わりゆく大学の役割』をテーマに、著名な研究者、政府関係者よる基
調講演やディベートが行われ、同時に様々な分科会やネットワーキン
グイベントが開かれます。
九州大学は今後も日本の大学の力を世界に発信できる取り組みを
続けてまいります。

〔QS-APPLE2019九州大学事務局〕
http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/approach/qs2019
QS-APPLE2019：https://qsapple.org/fukuoka-2019/

第42回日本分子生物学会年会
日程

2019年12月3日
（火）
〜6日
（金）

場所

12月3日（火）か ら12月6日（金）ま で の4日
間、福岡（福岡国際会議場・福岡サンパレス ホテ
ル&ホール・マリンメッセ福岡）
にて第42回日本
分子生物学会年会を開催します。本年会は国内
外の大学、公的研究機関および企業に所属する
生命科学とその関連分野の研究者など約7,500
名の参加者が一堂に会する、日本の基礎研究分
野における最大規模の学術集会となります。
「分子生物学のネクストステージ」を基調コン

04 ¦ Ocean s Fukuoka

福岡国際会議場、福岡サンパレス ホテル&ホール、マリンメッセ福岡
セプトとし、参加者が自身の専門分野だけにとどまらず、本年会が領
域を越えた研究成果の交換と人々との交流の場となることを目指し
ています。
また、最終日には高校生参加企画（研究発表）と、仲野徹先生
（阪大）
と池谷裕二先生（東大）による市民講座「科学ってなんだ？」も開催し
ます。
多数のご参加をお待ちしております。
〔第42回日本分子生物学会年会 ホームページ〕
https://www2.aeplan.co.jp/mbsj2019/

開始

終了

参加者
地 区

大会・会議の名称

第16回アジアミトコンドリア学会
10月 3日 10月 5日 第19回日本ミトコンドリア学会 合同大会
第6回アジア神経精神薬理学会

10月11日 10月13日 第49回日本神経精神薬理学会年会

国際

参加者
総 数

▼

10月 １月
開催会場

400 ソラリア西鉄ホテル福岡

事務局・問合せ先

☎

運営事務局:(株)コンベンシ
092-437-4188
ョンリンケージ

国際

1,750 福岡国際会議場

AsCNP2019事務局

03-3230-2744

国際

500 九州産業大学

Polyglot Conference

http://polyglotconference.com

第23回国際生物湿式冶金シンポジウム
10月20日 10月23日 （IBS2019)

国際

250 アクロス福岡

IBS2019準備室

092-802-6649

10月24日 10月25日 第18回高分子表面研究討論会

全国

100 九州大学稲盛財団記念館

(公社)高分子学会
第18回高分子表面研究討論会係

03-5540-3770

10月24日 10月26日 第57回日本癌治療学会学術集会

国際

運営事務局:(株)コングレ

03-5216-5318

日本機械学会シンポジウム：
10月25日 10月27日 スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス2019

全国

300 福岡工業大学

山形大学理学部内

023-628-4350

Asia-Paciﬁc Symposium on Internet10月28日 10月29日 11th
ware 2019

国際

100 九州大学西新プラザ

Internetware2019組織委員会 092-802-3625

Natural products with various biochemical
10月31日 10月31日 and pharmacological functions.

国際

100 福岡大学中央図書館

福岡大学理学部化学科機能生物化 092-871-6631
学研究室(担当者：塩井成留実)
(内線6211)

11月 2日 11月 3日 第34回日本女性医学学会学術集会

全国

11月 2日 11月 4日 第29回日本医療薬学会年会

全国

11月 2日 11月 4日 日本機械学会Ｍ＆Ｍ2019材料力学カンファレ
ンス

全国

11月 6日 11月 9日 第10回海外福岡県人会世界大会

国際

ホテルニューオータニ博多 第10回海外福岡県人会世界大会実行委員会
1,000 天神中央公園など
（（公財）福岡県国際交流センター内） 092-725-9204

日本医師事務作業補助研究会
11月 9日 11月10日 in 福岡

全国

1,000 福岡国際会議場

第29回日本臨床精神神経薬理学会年会

言語交換・多言語に関する国際会議
10月18日 10月20日 Conference

Polyglot

学
術
大

第9回全国大会

福岡国際会議場
8,000 マリンメッセ福岡

2,000 ヒルトン福岡シーホーク

運営事務局 (株)MAコンベ
ンションコンサルティング 03-5275-1191

福岡国際会議場・マリンメッセ福岡
運営事務局:(株)コングレ九
10,100 福岡サンパレスホテル&ホール・ホ 州支社
03-3230-2744
テル日航福岡

600 九州大学伊都キャンパス

日本機械学会
Ｍ＆Ｍ2019材料力学カンファレ
ンス実行委員会

ー

NPO法人日本医師事務作業補助研究会 076-246-1805
運営事務局 医療法人 原三信病院
092-291-3434

会

11月15日 11月16日 第7回日本難病医療ネットワーク学会学術集会

全国

600 九州大学医学部百年講堂

運営事務局:(株)コングレ九
092-716-7116
州支社

第3回「ヘルスケア･持続可能な開発目標(SDGs)・
11月19日 11月21日 ソーシャル・ビジネス」に関する国際会議

国際

200 九州大学医学部百年講堂

(一社)ソーシャル･ビジネス
･アカデミア･ネットワーク

500 ヒルトン福岡シーホーク

第47回日本関節病学会
Combined with the 11th
APOKA 運営準備室

ー

展 示 会

第47回日本関節病学会
11月21日 11月22日 Combined with the 11th APOKA

国際

第35回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学
11月21日 11月23日 術総会

全国

福岡国際会議場
3,000 福岡サンパレス

連絡事務局:(株)コンベックス 03-5425-1601

11月23日 11月23日 第9回日本リハビリテーション栄養学術集会

全国

1,000 アクロス福岡

熊本リハビリテーション病院 栄養管理部
第９回日本リハビリテーション学会 学術集会事務局 096-232-5435

the Calorimetry for High Energy Frontier
11月25日 11月29日 (CHEF2019)

国際

100 九州大学医学部百年講堂

先端素粒子物理研究センター 092-802-4054

第15回 QS-APPLE2019（QS Asia-Paciﬁc Professional
11月26日 11月28日 Leaders Education Conference and Exhibition）

国際

700 福岡国際会議場

QS-APPLE2019九州大学
事務局

092-802-2206

11月30日 12月 1日 第60回日本視能矯正学会

全国

1,500 福岡国際会議場

運営事務局：(株)コングレ
九州支社

092-716-7116

12月 3日 12月 6日 第42回日本分子生物学会年会

国際

福岡国際会議場・マリンメッセ福岡 第42回日本分子生物学会年会事
7,500 福岡サンパレスホテル＆ホール
03-3230-2744
務局（(株)エー・イー企画内）

12月 5日 12月 6日 地球科学技術に関する国際シンポジウム2019

国際

250 九州大学椎木講堂

九州大学大学院工学研究院
地球資源システム工学部門内

092-802-3331

12月 6日 12月 7日 第15回日本台湾耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会議

国際

300 九州大学医学部百年講堂

運営事務局：(株)コングレ
九州支社

092-716-7116

12月 9日 12月10日 第１回JSTEシンポジウム（福岡）

全国

200 福岡大学

(一社)交通工学研究会
JSTEシンポジウム事務局

050-5507-7153
03-6410-8717

12月12日 12月14日 大学ICT推進協議会2019年度年次大会

全国

1,200 福岡国際会議場

(一社)大学ICT推進協議会2019
年度年次大会事務局

10月 9日 10月10日 Food EXPO Kyushu 国内外食品商談会

国際

4,350 福岡国際センター

Food EXPO Kyushu
実行委員会

092-441-1119

10月16日 10月18日 モノづくりフェア2019

全国

15,000 マリンメッセ福岡

日刊工業新聞社 西部支社
展示会事務局

092-271-5715

12月20日 12月23日 福岡モーターショー2019

全国

福岡国際会議場・マリンメッセ福岡
150,000 福岡国際センター
福岡モーターショー事務局

092-711-5583

国際

(公財)日本バレーボール協
会事務局

03-5786-2100

FIVBワールドカップバレーボール2019 男子
10月 1日 10月 6日 福岡大会

30,000 マリンメッセ福岡

スポーツ

ラグビーワールドカップ2019日本大会
10月 2日 10月 2日 フランス対アメリカ

国際

18,000 東平尾公園・博多の森球技場

ラグビーワールドカップ2019日本大会
10月12日 10月12日 アイルランド対サモア

国際

18,000 東平尾公園・博多の森球技場

11月 4日 11月 4日 第46回福岡県空手道選手権大会団体戦

九州

2,500 福岡市総合体育館

11月10日 11月24日 大相撲十一月場所

全国

40,000 福岡国際センター

11月15日 11月16日 第72回春高バレー決勝戦

全国

福岡県高等学校剣道大会新人剣道大会中部ブロッ
11月16日 11月17日 ク予選2

九州

092-715-0633

ー

(公財)ラグビーワールドカップ2019組織委員会/
ラグビーワールドカップ2019福岡開催 092-643-7613
推進委員会事務局
(公財)ラグビーワールドカップ2019組織委員会/
ラグビーワールドカップ2019福岡開催 092-643-7613
推進委員会事務局

福岡県空手道連盟

092-681-0010

(公財)日本相撲協会

http://sumo.or.jp/

2,000 福岡市民体育館

福岡県バレーボール協会

092-409-0847

3,500 福岡市総合体育館

福岡県高体連剣道専門部

092-411-3702

※内容が変更になる場合があります。賛助会員の方は、上記記載以外及び11月以降のスケジュールも当財団のホームページで閲覧いただけます。
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● M I C E

コ ン ベ ン ション カ レ ン ダ ー

● 事 業 報 告︵ M P F ︶

九州大学伊都キャンパス内に
「MPF九大デスク」開設
福岡観光コンベンションビューローの

るのは全国的にも珍しく、MPFではこのデ

開催とその成功による学術文化産業の発

セールス＆マーケティング部門「Meeting

スクの認知度を高め、
より迅速できめ細や

展を支援します。

Place Fukuoka（MPF）」
で は、今 年4月、

かなサポートを行うことで、質の高い会議

九州大学伊都キャンパス内（センター４号
館４階）
に、国際会議・学会等の誘致・開催
をワンストップでサポートする相談デスク
を開設しました。
大学内にこのようなデスクが設けられ

ＭＰＦ九大デスク
営業時間

平日 15：00 〜 17：00

場

九州大学伊都キャンパス センター４号館４階 国際部 SHARE オフィス内

所

お問い合わせ

TEL：092-733-0101 ／ E-mail：mpf-kd@welcome-fukuoka.or.jp

「MICE×グローバル人材研修プログラム」の参加学生による
ラグビーワールドカップ観戦客おもてなしプロジェクト展開中
福岡市と福岡観光コンベンションビュー

グビーワールドカップ観戦客へのおもて

ローが連携して実施している
「MICE×グ

なし企画を考案。9月20日よりJR博多駅

ローバル人材研修プログラム」の参加学

前広場に開設されている大会公式イベン

生約100名が、8月27日に福岡市博多区

ト会場
「ファンゾーン」
などで活動を展開

店屋町のWeBase HAKATAにてグルー

中です。12月には、成果報告会および交

プワークを行いました。13のグループに

流会を予定しています。詳しくは、
10月下

分かれて九州で試合が開催される12の国

旬頃当財団HPにてお知らせします。

や地域について調査し、福岡市を訪れたラ

MPF スタッフリポート 〜インセンティブツアーの最新動向〜
光にとどまらず、近年はチームビルディ

は政治情勢の理由で減少傾向にありま

ングや技能向上につながるような体験

すが、
マレーシア、
ベトナム、
インドネシア

プログラムや研修を含んだ行程を希望

など、経済発展が著しい東南アジアの

する企業が増えています。

国々からのツアー客は、直行便の就航な

福岡市には
「国際空港が都心にあり、

どの効果もあり、
順調に伸びています。

九州内の各都市との交通アクセスも優

それらの国々では、
インセンティブツ

れている」
「多様で美味しい食事が楽し

アーの商談会が頻繁に行われており、私

める」
「海外からの観光客に対する市民

もこの1年間で、北京、青島、台北、
シンガ

員のモチベーションを高めるために実施

の対応が温かい」
といった強みがあり、

ポール、
ソウルを訪れ、
ツアーの誘致を

する
「報奨旅行」のことです。

街なかの案内表示や飲食店のメニュー

行い、
相談に応じました。

インセンティブツアーとは、企業が社

近年、主にアジア諸国からのインセン
ティブツアー客が増えており、その業種
は、保険業、通信販売業、IT・ゲーム関連

などの多言語対応もこの10年ほどで格
段に向上しました。
そうした面から福岡市はインセンティ

業、自動車製造業、金融業、建設業など、

ブツアーの旅行先として大変人気がある

多岐にわたっています。その内容は、観

都市であり、韓国や香港からのツアー客
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これからもお客様のニーズに合ったツ
アー内容を提案できるよう、
「早く、正確
に、丁寧に」
をモットーに、熱意をもって
取り組んでいきたいと思います。
（国際セールス担当

鳥山 静）

● 事 業 報 告︵ 観 光 事 業 部 ︶

福岡城で初開催
「七夕まつり」
7月5日〜 7日の3日間、福岡城跡三の
丸スクエア、
舞鶴公園を中心に、
「福岡城下
町・七夕まつり」
を開催。期間中、七夕にち
なんだ様々なイベントや、福岡城フラワー
サポーターのファッションショーなどを実
施しました。また鴻臚館や、むかし探訪館
など全4か所を巡るスタンプラリーに参加
された方限定で、抽選会を行い、多くの方
にご参加いただき、
とても賑やかなお祭り

ムライフェア」
と題して、秋祭りを開催いた

出を目指し、様々なイベントを企画して参

となりました。10月5日〜 11月3日は、
「サ

します。今後も、福岡城周辺の賑わい創

りますので、
皆様もぜひご来場ください。

博多芸妓の「お座敷体験」
開催
7月27日、28日に、毎回ご好評をいただ
いております
「博多券番の芸妓衆とお座
敷体験」
を博多い津゛
みさんにて開催しま
した。皆様、博多の風物詩「夏ふぐ」
、お刺
身、唐揚げ等、豪華なお料理に舌鼓を打っ
ていらっしゃいました。
芸妓衆の方々とは、唄や踊りに加え、今

鼓をたたく、負けた方は一周回るという簡

というお客様が続出し、見ているだけでも

回は、
ご希望の方にお座敷遊び体験をし

単なルールです。実際にやってみるとと

楽しい時間となりました。

ていただきました。
「おまわりさん」
のリズ

ても難しく、太 鼓をたたくのを忘れてし

ムに合わせ、
じゃんけんをし、勝った方は太

まったり、勝ったのに一周回ってしまったり

福岡女学院大学からインターン生を受入

次回は、
11月24日に
「博多料亭 稚加榮」
さんで開催いたします。

日程

令和元年9月2日
（月）
〜6日
（金）

令和元年9月2日〜 6日にかけて、福岡
女学院大学からインターン生2名を受け
入れました。インターン活動では、
クルー
ズセンターでのインフォメーションや、観
光案内所での窓口体験などを行って頂き
ました。始めは緊張していましたが、体験
を繰り返す中で環境に慣れていき、最後は
自分達から積極的に行動していました。
当財団では、毎年各大学などからイン
ターンを受け入れております。この活動

現場について知って頂ければと思います。

りますので、皆様のご支援ご協力を、引き

を通して、観光関係の仕事をしたいと思っ

当財団はこれからも各大学と協力して、福

続きよろしくお願い致します。

ている学生の方々に、福岡での「観光」の

岡の観光発展に寄与できるよう努めて参
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賛助会員交流会を開催します
当財団賛助会員交流会を11月14日
（木）
16時より、西鉄グランドホテルにて開
催いたします。

日程
場所

令和元年11月14日
（木）
西鉄グランドホテル

皆様のご参加を心よりお待ちしております。
プログラム

●第１部（16：00 〜 17：30）

・永年賛助会員様への感謝状贈呈、新規入会会員様のご紹介

交流会は２部構成で、第１部はインバウ

・「観光・MICE 等への取組み（仮）
」

ンド戦略に関するリレートーク等の講演

福岡市経済観光文化局

会、第２部の懇親会では、会員様同士の情

・「インバウンド戦略に関するリレートーク（仮）
」

報交換や交流の場となればと考えており

福岡ソフトバンクホークス株式会社 インバウンド推進室 室長 淵郁子 氏

ラグビーワールドカップ 2019 福岡開催推進委員会 事務局長 篠原一洋 氏

ます。
参加申込につきましては、
同封の申込用
紙にご記入の上、当財団宛ＦＡＸにてお申

株式会社ぐるなび 福岡営業所 所長 大塚史也 氏

●第２部（17：40 〜 19：00）

し込みください。

・懇親会
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新賛助会員様紹介
（順不同・敬称略）
新たにご入会いただきました。

問合せ先：☎092
（733）5050
会費

年間1口 2万円から

(株)プロスパー・コーポレーション 福岡事業所
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12
☎092-687-6435

南天神ビル3F

皆様のご入会をお待ちしております

（株）三井不動産ホテルマネジメント

三井ガーデンホテル福岡祇園

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-8-15
☎092-414-3131

1983年の創業以来、翻訳・通訳事業を展開し、各省庁・地方自治体・各企業様の外交・交渉の現場をお手伝
いしてまいりました。56ヵ国語におよぶ翻訳・通訳サービスからMICEのプロデュースに至るまで多様な現
場ニーズに対応しております。

2019年6月27日グランドオープン。JR博多駅より徒歩約7分、キャナルシティ博多まで徒歩1分とビジネ
ス・レジャーなど様々なシーンで便利な立地です。ホテル最上階には、露天風呂を併設した宿泊者専用大浴
場をご用意しております。

エスペリアホテル博多

neuet（株） メルチャリ

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目11-4
☎092-412-7272

〒106-6121 東京都港区六本木6-10-1
☎090-7254-5737

JR博多駅博多口から徒歩約3分に位置するワンランク上のホテル。

「メルチャリ」は、スマートフォンで使い、さっと乗って、パッと移動できるみんなで使うシェアサイクル
サービスです。街をより快適に、アクティブに繋ぐポートが日々新たに登場しています。

Bar Higuchi

寺田

〒810-0801 福岡市博多区中洲3丁目4-6
☎092-271-6070

多門ビル'83 1F

六本木ヒルズ森タワー

義成

〒812-0053 福岡市東区箱崎3-1-10-603
☎092-651-9565

中洲の中心に位置するオーセンティックバー。約1600種のボトルと約100種のシガーが揃う。季節折々の旬
のフルーツを使ったカクテルは勿論、名物のモスコミュールやカツサンドが人気。全国各地、海外から訪れ
る方が増え続けている。

（一社）日本能率協会

ＡＮＡビジネスソリューション（株） 福岡支店

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22
☎03-3434-1377

〒810-0001 福岡市中央区天神1-12-14
☎092-720-9191

サービス産業、食品業界等を対象に、BtoB専門展示会を年間約50本開催しております。九州では、観光、宿
泊、農業関係者に向けた展示会をマリンメッセ福岡で開催しており、九州経済活性化のお手伝いをしており
ます。

ＡＮＡグループの人材サービス会社として接客や事務職等、ホスピタリティとスキルを兼ね備えたスタッフ
を揃えております。また、おもてなしの心を会得いただく接遇マナー研修をはじめ豊富な研修商品もご提供
しております。
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