秋
No.142

JR 九州

N700S

西九州新幹線「かもめ」 2022〜

JR 九州

特急「かもめ」（写真は 885 系）1976〜2022

2022年9月23日開業
最高速度：260 km/h
所要時間：博多〜長崎 最速約1時間20分
（武雄温泉〜長崎間 最速23分）
※武雄温泉駅で在来線と新幹線の乗り換え

武雄温泉
嬉野温泉
新大村
諫早
長崎

博多駅〜長崎駅を運行する在来線特急として
の
「かもめ」
は前日の9月22日をもって廃止。
46年余の歴史に幕を降ろすこととなった。
2022年9月22日ラストラン
所要時間：博多〜長崎 約1時間50分
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FUKUOKA TOPICS
祝 西九州新幹線開業
長崎行特急
「かもめ」
、ラストラン！

9月22日(木）
22時10分、満員の乗客を乗せた特急
「かもめ」
が博多駅
を出発した。深夜24：00の長崎駅には、在来線特急「かもめ」の最後の雄
姿をみようと、大勢のファンが待ち受けていた。そして翌２３日、西九州新
幹線が開業した。鉄道ファンに限らず、
どちらも一期一会のイベントで、特
に新幹線初列車の開業チケットは発売と共に10秒で売り切れとなった。
これからは２つの「かもめ」
を乗り継ぎ長崎へ向かう鉄道ファンが、ます
ます増えそうだ。

知る人ぞ知る博多駅ホームのグルメ

そんな西九州新幹線開業に沸く博多駅構内を尋ねてみると、そこには、
鉄道ファンがわざわざ途中下車してでも立ち寄りたい店が、一部ホームに
用意されている。特に本州からやってくる旅行客が驚くのが、“美味い、安
い、速い”の3拍子そろった博多ラーメン。博多駅1・２番ホームで平日7：00
〜23：00、日・祝日7：00〜21：00まで営業している。

始動した“博多駅空中都市プロジェクト”

2028年末竣工を目指して、博多駅線路上空では、いよいよ空中都市プ
ロジェクトが始動した。
「博多コネクティッド」
と称された博多駅を中心とす
る半径５００ｍの再開発の中でも一大プロジェクトとなる、博多駅の空中に
できる都市とは？ これからの変貌ぶりを上空から確認したい。
ＪＲ博多シティは、地上広場でのマルシェから屋上のパノラマ絶景まで、九
州一のターミナル駅にふさわしいエンターテインメントが増すばかりだ。

福岡大名ガーデンシティに来春誕生

『DAIMYO CONFERENCE』

日本コンベンションサービス(株)
（JCS）
が運営・管理する新しいMICE施設につい
て、そのコンセプトや方向性をJCSまちづくり事業部の松香さんに伺いました。

Ｑ１ ザ・リッツ・カールトン福岡が入るオフィス・ホテル棟の３階と４階部分にハイスペック
のMICE施設が誕生するということですが、どのような施設になりますか？
JCS松香さん
『ここから届ける、
ここから繋がる』をコンセプトに、歴史と活気溢れるまち“大名”から
世界へ届けるビジネス発信拠点を目指しています。特に３階のエントランスロビーは、地元大川市製のデスクや
和紙アートを設置し、
アジアの玄関口にふさわしいオリエンタルなデザインを基調に、会議前のリフレッシュ空
間を演出しています。
4階は、大小9部屋ご用意しています。特徴として高級感のあるボード
ルームや、会議前後の交流に最適なホワイエ・ラウンジもございます。
製品発表会や記者会見といった会議や、大名ガーデンシティの屋外広
場と連携した販売展示会などにご利用いただけたらと考えています。
Ｑ２ オープンに向けて準備に大忙しのご様子ですね？
はい。10月よりウェブサイトもオープンし、予約受付が始まります。
2023年春には、会議や展示会などで、多くの市民や企業の方々にご
利用いただけるよう準備を進めています。施設の詳細や利用料金は
ウェブサイトに掲載していますので、ぜひご覧ください。皆様のお越しを
心よりお待ちしています。
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Pick Up

ピックアップ
（福岡観光コンベンションビューロー 賛助会員情報）

福岡丸ふじ

後藤社長インタビュー

「地産地消にこだわったお弁当を作っています！」
― 北九州で人気のお弁当屋・丸ふじさんが、福岡に店舗を
オープンされたのですか？

昨年７月、福岡市博多区築港本町に店舗兼工場をオープンしまし

た。福岡国際会議場などがあるコンベンションゾーンから徒歩５分圏
内ですので、イベントや学会がある際は、ぜひご利用ください。
１万

後藤社長と
「銀河鉄道999」
作者の松本零士さん

Ⓒ松本零士

円以上ご注文の場合、福岡市内であれば無料配達しています。

― お弁当のラインナップを見ていると、
「銀河鉄道９９９」
やプロ野球球団
「福岡北九州フェニックス」
とのコラボ弁
当がありますが、どういったきっかけで商品化されたの
ですか？
「銀河鉄道９９９」
は、2011年の九州新幹線
「さくら」
開通の際に、作

福岡丸ふじの店舗にて山本カヨさんと

者の松本零士さんが福岡にゆかりがあるということで、弁当箱の
パッケージの作品を依頼したことがきっかけです。
「福岡北九州フェ
ニックス」
とは福岡・北九州を一緒に盛り上げたい意向からコラボ弁
当を開発しました。お弁当の中身も
「ぬか炊き」
や
「焼うどん」
など名
物を揃えています。

九州栄養福祉大学の学生さんとコラボ弁当を開発

― お弁当はオーダーメイドすることもできますか？

アレルギー対応も、ムスリム向けのハラル対応も、できる範囲で

行っています。スポーツ栄養の観点から、九州栄養福祉大学の学生
さんと打ち合わせしてコラボ弁当も開発しています。お弁当の中身

フェニックスナイン弁当

や個数については臨機応変に対応しますので、お気軽にお問い合わ

■福岡丸ふじ

せください！

〒812-0021 福岡市博多区築港本町10番6号
TEL 092-233-1285
営業時間外：080-3188-7766（担当：後藤）
営 業 時 間：平 日 9：00〜17：00
土日祝 8：00〜14：00

※福岡丸ふじ1周年記念オープンセール
10月22日
（土）
〜11月1日
（火）
まで、からあげを通常100g250円のところ、20％割引で販売
します。また、お弁当購入の方にはお茶をサービスします。

※予めご連絡があれば、営業時間外も対応しています。

博多百年蔵『蔵元茶寮』で堪能する地元の味
博多百年蔵は、博多部で唯一の酒蔵で、150年以上の歴史ある蔵
元です。地元で長年愛されてきた酒蔵が、その旧邸をリノベーションし
て始めた料亭が、和食処『蔵元茶寮』。美しい日本庭園を望む、落ち着
いた心地よい和の空間で、新鮮なお造りや博多の旬を味わうことがで
きます。最大10名までの宴会にお勧めです。
また、石蔵酒造の新たな宴会場及び
会議施設として、博多区櫛田神社北隣
に、
『 宮前迎賓館

燈明殿』
を建設中で

す。来春のグランドオープンを前にブ
ライダルフェアが開催されています。

■『蔵元茶寮』
博多区堅粕1丁目30-1

TEL 092-633-6839

https://www.ishikura-shuzou.co.jp/saryo/

■『宮前迎賓館 燈明殿 』

博多区上川端1丁目 TEL 092-710-4305
https://www.tomyoden.com/
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Interview

インタビュー

主催者に聞く“Withコロナの時代” 第3回
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける学会主催者の方々
に、Withコロナの時代の学会開催について、そのご苦労や今後
の展望をお聞きします。
第74回日本産科婦人科学会学術講演会 学術集会長
九州大学医学部婦人科学産科学教室 教授

加藤 聖子

先生

8月3日から5日まで19年ぶりに福岡で開催された、第74回日本
産科婦人科学会学術講演会の集会長を務められた、九州大学加藤
教授に、福岡市東区馬出の病院キャンパス内でお話を伺いました。

かとう

きよこ

■加藤 聖子教授プロフィール
1986
九州大学卒業 同産科婦人科入局 1986松山赤十字病院
1987
九州大学病院 1988 九州がんセンター
1989
米国ラ・ホヤ癌研究所
1992
生体防御医学研究所ゲノム創薬治療学分野
2009
順天堂大学産婦人科
2012〜 九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学教授
2020.6〜福岡県医師会男女共同参画部委員
2021.6〜日本産科婦人科学会副理事長
2022.9〜福岡県男女共同参画審議会会長

Ｑ１ コロナの勢いが収まらない中、
１万1千名を超える参加登録者
のうち、国内外から3,269名が福岡に集いました。会場で
は、受付での体調チェックからソーシャルプログラムのコロ
ナ対策など、きめ細かな運営が行われており、大変感銘を受
けました。無事成功裡に幕を閉じた学術集会長として、今の
率直なお気持ちをお聞かせください。
大会テーマ
『共創と飛翔〜アジアへ、
そして世界へ』
と、
「九州から船出する」
というスローガンの下で、
学会事務局
はもちろん、運営事務局、
アフターコンベンションで海外からの参加者をもてなしてくれた担当者など、
この福岡大
会を良いものにしようと関係者全員がチームとなって働いた成果です。みんなでテーマや構成を考えた開会式、内
外からの招待講演、そして会議後の交流会など、想像以上の方々に参加いただいたことは、
とても嬉しかったです
し、
楽しかったです。
Ｑ２ コロナ渦のもと、久しぶりに海外からの参加者を福岡大会に
お迎えするにあたって、大変ご苦労されたのではないでしょ
うか？
そうですね、特に海外からの参加者の中には、
コロナ感染しない
ように、
自主的に2週間自宅隔離をされた方がいらっしゃるなど、み
なさんにご協力いただきました。これも日本独自のコロナ水際対
策をご理解いただくよう、事務局が丁寧に説明し、対応したおかげ
です。空港のお迎えも臨機応変な対応ができていました。アフ
ターコンベンションの観光ツアーでは、福岡の夏の青い海や食事
を、参加者の皆さんはとても楽しんでいただきました。
コロナ第７波まっ只中での開催ということで、今回は参加者事後
アンケートを実施しました。現地参加とオンライン参加の方々から
回答いただき、
コロナ陽性者数の割合は両者に有意差なく、現地
参加との相関関係はないとの結果が出て、本当に安堵しました。

博多湾を望む福岡国際会議場、
マリンメッセ福岡A館・B館を舞台に、“共
創と飛翔”をテーマに開催された久々の大型学会となり、
海外からも多数
参加した

Ｑ３ Withコロナの時代において、会議や交流会をリアルで開催する意義は何でしょうか？
学術面では、
対面で議論することで相手の反応がわかり、
深いところまで議論できることが一番です。若手の研究
者にとっては、e-ポスターセッションとは違って、対面で発表する経験は貴重で、大きな励みになったと思います。学
生フォーラムでも、
他の大学の学生たちとの交流の機会を得られたことがよかったようです。
どのレベルでも絶対に
対面に勝るものはないですし、
何よりみんなが楽しそうでした。
Ｑ4 先生は、福岡県の男女共同参画審議会の会長を務められるなど、女性の社会的活躍の推進に尽力されてい
ます。ご自身も産科婦人科医師としての責任ある仕事とご家庭の両立には、大変苦労されたのではないで
しょうか
私の母が教員で、幼いころから女性も働くのが当たり前という環境で育ち、結婚後も、そういうものだという同
じ価値観の夫ですので、実際は山あり谷ありですが、仕事と家庭の両立もフラットな気持ちでやってこられたと思
います。
産科婦人科医としては、性教育や更年期の問題など、人間の体をもっと大切にしなければいけないということ
を、社会へ発信していけたらいいなと最近考えているところです。家庭にいる女性も、結婚してもしなくても社会
で働く女性も、それぞれに自分の選択で選ぶことができる、その上で、男女ともに社会で活躍していける、そういう
意識改革をもう一段進めていけたらと思います。
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大学の研究者に聞く コロナ後のインバウンド
アジア国際観光や観光まちづくりなどの研究をされている九州産業大学副学
長で、地域共創学部 観光学科教授の千 相哲教授にお話を伺いました。
Ｑ１ 自己紹介と学内での普段のお仕事・ご研究について教えてください。
九州産業大学地域共創学部観光学科教授 千 相哲です。学部内では主にテー
マを決めて学生とディスカッションしながら実践までを行うプロジェクト型教育
や、観光インターンシップ等を担当しています。専門は観光まちづくりとインバ
ウンドです。また、副学長として学生の皆さんが受ける教育の水準を高める方
策を、大学全体で検討するという仕事も行っています。
Ｑ２ 近隣のアジア諸国を対象とした国際観光において、福岡が持つべき役割 ■千 相哲教授プロフィール
立教大学大学院修了・社会学博士。
や、今後強化すべき点等を教えてください。
立教大学社会学部助手を経て九州産業大学地域共創
福岡には国際空港と国際港が存在するため、九州の窓口という重要なポジ 学部教授に就任。
ションにあります。加えて、芸術、
スポーツ等の多様なジャンルの要素を持った都市観光地の役割もあることから、
福岡は九州観光の拠点であると考えられます。よって、福岡には九州全体での国際観光を推進する上で、非常に重
要な役割があると言えます。また、今後強化すべきことは、福岡が持つ九州観光のプラットフォーム機能の充実で
す。九州観光の拠点である福岡が、九州各地への出発点や九州の観光情報の集積地としての機能をさらに強化す
れば、九州全域の観光・集客促進、
さらには“九州”というブランドの確立にも繋がると考えます。また、地理的に距
離の近い東アジア各国との交流を意識したまちづくりも進めるべきだと考えます。
せん そうてつ

Ｑ３ コロナ後、国をまたいでの行動制限が緩和されると、福岡を取り巻く観光の情勢はどう変化すると予想されま
すか？
コロナ前まではオーバーツーリズム状態で、観光消費額を伸ばすことや、滞在期間を増やすことが重視されて
いました。コロナ後は人の意識が変わり、少人数の旅行や自然豊かな場所への旅行が増えると思われますが、特別
なこだわりや理由がないと行動に繋がらないのではないかと考えます。また、観光地間の競争が激化し、非対面の
観光などデジタル化も進むと思います。インバウンドにおいてはリピーターを筆頭に少しずつ増え、
しばらくは東
アジア中心になるのではないかと思います。
Ｑ４ 今後、福岡市も含めて全国的にサステナブルツーリズムが行われるようにな
るのでしょうか？
日本におけるサステナブルツーリズム(持続可能な観光)に対する意識はまだま
だ低いです。観光産業の生産性を上げるためには、一人一人のレベルを高め、地
域の経済や文化の持続性を担保することが必要だと思われます。気候変動、食糧
危機、感染症などの影響を最小限にとどめるためにも、
サステナブルツーリズムに
取り組み、地域の経済、環境(社会・自然)に配慮し、観光地を適切にマネジメントす
る必要があると考えます。また、近年では旅行者側にも観光の持続可能性を意識
してもらうことを重視するレスポンシブルツーリズム(責任ある観光)という動きも
出てきています。

記事作成：坂口さん(左)と春田さん
【当財団インターンシップ生】

■
「さわらの秋」 大好評のスタンプラリーを今年も開催！
10月14日(金)から11月15日(火)まで、早良区ではおすすめの63店舗を巡るスタン
プラリーを開催します。協賛店1店舗につき500円以上のお買い物でスタンプを1個
獲得、3つのスタンプを集めると、先着500名に
「脇山米
（1ｋｇ）
」
をプレゼント。
さらに、応募者の中から抽選で早良区の特産品セットなどが当たりま
す。また、早良区の秋の風景をInstagramで投稿すると、抽選で素敵な
賞品がもらえるキャンペーンも。詳しくはHPをご確認ください。

■九州大学伊都キャンパスにFCVBの
「MICE相談デスク」
開設中
九大MICE相談デスクのお問合せ先

TEL:092-733-0101 Email：mpf-kd＠welcome-fukuoka.or.jp
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FCVB

事業紹介

▶観光事業部
福岡市観光案内ボランティア 11期生の研修がスタート
福岡市は、都市としての魅力と博多湾に代表される美しい自然、そして長い
歴史の中で育まれてきた伝統や文化を持った、個性あふれる観光都市です。福
岡市と福岡観光コンベンションビューローでは、福岡市の魅力を広く知ってい
ただくため、福岡市観光案内ボランティアの充実に取り組んでいます。
現在、約50名の方が「福岡市観光案内ボランティア」
に登録されており、
日々、多くの観光客や市民の方々に福岡の観光スポットや、歴史・文化などを、
まち歩きを通じてご紹介する活動を行っています。
来年度から一緒に福岡市観光案内ボランティアとして活動していただく11
期生の研修が8月よりスタートしています。ガイドブックだけでは伝わらない福
岡市の魅力を
「おもてなしの心」
でご案内するため、座学や実地研修、
まち歩き
などを通して勉強中です。来年度、先輩ガイドとともに皆様をご案内できるよう
頑張っています！

福岡市観光案内ボランティア協会 相談役 上田 啓蔵 氏
による講座
「博多の歴史・祭りについて」

福岡市観光案内ボランティア オンラインまち歩き開催
8月27日
（土）
、福岡市観光案内ボランティアによる“オンラインまち歩き 歴
史のまちなみハイキング〜都会の山登り〜”を開催、67名の参加があり、盛況
裡に終了しました。
ツアーは動画とスタジオ解説で構成し、
けやき通りから平尾山荘までのまち
なみを案内しながら、そこに隠れた幕末の勤王志士について紹介するというも
の。都会のエリアに、激動の時代に活躍した人物たちの足跡がたくさん隠れて
おり、
これまでと一味違った視点で見慣れたまちを見ることができて、参加者
の皆さまから好評を得ることができました。
今回は、高齢者施設からも参加があり、普段の外出が難しい方や遠出が出
来ない方にも、福岡の今をお届けすることができました。また、県外からの参加
もあり、
オンラインの強さを感じました。今後も様々な方に福岡の今をお届け
していきます。

平尾山荘に新たに建立された野村望東尼の歌碑

令和4年度WEB版
「福岡検定」
を2023
（令和5）
年１月29 日
（日）
に実施します！
「福岡検定」
は、歴史・自然・食・文化などの福岡が誇る魅力の数々をより広く、
より
深く知っていただき、
「福岡通」
になっていただくためのご当地検定。10回目を迎え
る今回もオンラインでの実施を予定しています。
最近では、社員の方々のスキルアップ等を目的に、会社や部署単位で団体受験す
る企業やグループが増えています。
毎年設定されるテーマ問題や、直近1年間の福岡の出来事などを題材にした時事
問題なども出題されますので、過去に受けたことがある方も、そうでない方もこの
機会にぜひ受験してみてください！
皆様のチャレンジを心よりお待ちしております！

【令和４年度WEB 版
「福岡検定」
】概要

試
験
日：2023
（令和5）
年１月29 日
（日）
受験申込開始：2022年11月上旬 ※予定
試験実施方法：インターネットに接続されたパソコン
（※）
からのオンライン試験
※タブレット、
スマートフォン含む
試 験 区 分：初級、中級、上級
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●詳細については公式サイト等で随
時案内します。
https://fukuokakentei.com/

▶Meeting Place Fukuoka
（MPF）
回復の兆し見えた国際MICE
7月24日~29日、福岡国際会議場において
「第9回東京国
際触媒コンファレンス
（TOCAT9）
」
が開催され、ハイブリッ
ド開催ながら、海外92名のリアル参加がありました。翌週の
8月3日~6日には、IUMRS-ICYRAM 2022が、九州大学病
院キャンパスで開催され、海外からは33名が来場しました。
久しぶりに海外から来た参加者たちは、大濠公園を散策
したり、博多の食を楽しんだりして、福岡を満喫したとのこと
です。今後も、国際会議やインセンティブツアーでの来福が
予定されています。(下記参照)
会

期

TOCAT9

福岡国際会議場

今後予定されている国際大会・会議

総参加人数

11月11日〜13日

第21回アジア獣医師会連合国際大会
（FAVA）

2,400

12月14日〜16日

第29回ディスプレイ国際ワークショップ(IDW ʼ22)

1,200

1月 9日〜12日

The 7th International Conference on Advances
in Functional Materials (AFM2023）

600

3月16日〜18日

第20回日本臨床腫瘍学会学術集会

7,000

MPFグローバルSNSでも
国際会議などの情報を載せ
ています。ぜひフォローして
ください！

Facebook

LinkedIn

MPFは、安全、安心そしてサステイナブルなMICEを支援しています。支援の詳細は、WEBをご覧ください。
① 令和4年度MICEハイブリッド開催支援・安全対策支援助成金
② 訪日インセンティブツアー支援メニュー
①
②

訪日インセンティブツアー
（30名様以上）
に福岡のサステイナブルな
プレゼントをご準備しています。

東京秋葉原に九州・沖縄8県11都市が集結
『九州＆沖縄 MICE商談会 in TOKYO 2022』初開催
９月７日(水) 、東京秋葉原UDXギャラリーにおいて、九州・沖縄
8県11都市のコンベンション推進団体で構成される
「九州・沖縄
地区コンベンション推進団体連絡会」
（ 事務局長：当財団専務高
島収）
による
『九州＆沖縄MICE商談会in TOKYO 2022』
を開
催しました。
九州・沖縄地区のコンベンション推進団体が東京に一堂に会し
て、各都市のMICE施設やコロナ禍における支援策などの最新
情報を提供する場として企画され、
このイベントには、学会事務
局やイベント運営会社など100名を超える方々に来場いただき、
九州＆沖縄のMICE情報への関心の高さがうかがえる結果とな
りました。同時に、九州の味の試食会を兼ねた交流会を通じて、
参加者同士のネットワーキングの場ともなり、出展者にも参加者
にも非常に有益な機会となったようです。
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● コンベンションカレンダー
開始

終了

10月27日 10月30日

10月

大会・会議の名称

参加地区 参加人数

第30回日本消化器関連学会週間
(JDDW2022)

全国

開催会場

福岡国際会議場/福岡国際セ
ンター
20,000
福岡サンパレス/マリンメッセ
福岡A館
（ハイブリッド）

事務局・問合せ先
事務局：(一社)日本消化器関連学会機
構運営事務局：日本コンベンションサー
ビス㈱

▶ 1月
☎

03-6550-8751

11月5日

11月6日

第54回日本小児感染症学会学術集会

全国

1,000 アクロス福岡

事務局：産業医科大学小児科学教室
運営事務局：㈱コンベンションリンケージ 092-437-4188
福岡支社

11月5日

11月6日

第16回日本薬局学会学術総会

全国

2,500 福岡国際会議場
（ハイブリッド）

第16回日本薬局学会学術総会 運営準
備室

国際

事務局:九州大学カーボンニュートラル・
092-451-0606
2,000 福岡国際会議場
（ハイブリッド）エネルギー国際研究所
運営事務局：㈱日本旅行 九州法人営業部

11月8日

11月10日 第63回電池討論会

086-259-5578

学 術 大 会

11月11日 11月13日

第21回アジア獣医師会連合
（FAVA）
大会
第40回日本獣医師会獣医学術学会年次大会

国際

2,400 ヒルトン福岡シーホーク

第21回アジア獣医師会連合
（FAVA）
大会
092-451-0606
運営準備室:（株）
日本旅行九州法人営業部内

11月11日 11月14日

第48回全国語学教育学会年次国際大
会/教材展示会

国際

1,200 福岡国際会議場

特定非営利活動法人全国語学教育学会
(JALT) 事務局

11月12日 11月13日

福岡県“One Health”国際フォーラム
2022＋FAVA

国際

1,000 ヒルトン福岡シーホーク

福岡県“One Health”国際フォーラム実
092-643-3622
行委員会事務局

11月19日 11月20日 第47回日本体外循環技術医学会大会

全国

1,500 福岡国際会議場

大会事務局：佐世保中央病院 臨床工学
部内
092-751-3244
運営事務局：㈱JTBコミュニケーションデ
ザイン

11月24日 11月26日 第84回日本臨床外科学会総会

全国

福岡国際会議場/マリンメッセ 主催事務局：久留米大学医学部外科学講座
運営事務局：日本コンベンションサービ
092-712-6201
6,000 福岡B館
ス㈱九州支社
福岡サンパレス

第63回日本肺癌学会学術集会

全国

5,000

福岡国際会議場
マリンメッセ福岡B館

日本子ども虐待防止学会
第28回学術会議ふくおか大会

全国

4,000

主催事務局：福岡大学筑紫病院小児科
福岡国際会議場
（ハイブリッド）
運営事務局：㈱JTBコミュニケーションデ 092-751-3244
福岡サンパレス
ザイン内

The 7th International Conference
on Advances in Functional Materials (AFM2023）

国際

600

12月1日

12月3日

1月9日

1月12日

10月29日 10月30日 環境フェスティバルふくおか2022

092-802-3760

九州

40,000 福岡市役所西側ふれあい広場 福岡市環境局環境政策課

092-733-5381

九州

マリンメッセ福岡A館
（ハイブ
15,000
リッド）

03-6812-9423

FOOD STYLE 実行委員会

展示会・イベント

11月12日 11月13日 第23回福岡県農林水産まつり

九州

50,000 地行中央公園

福岡県農林水産まつり運営員会

092-643-3486

11月12日 11月13日 福岡キャンピングカーショー2022

九州

14,000 マリンメッセ福岡A館

福岡キャンピングカーショー事務局

092-844-8837

九州・沖縄 宿泊・外食産業展2022
九州アグロ・イノベーション2022

九州

6,000 マリンメッセ福岡B館

11月16日 11月18日 第32回西日本食品産業創造展’22

九州

22,000 マリンメッセ福岡A館

11月26日 11月26日 令和4年度なみき芸術文化祭

九州

11月15日 11月16日

12月6日

12月7日

12月9日

12月11日

Japan Drone/次世代エアモビリティ
EXPO in 九州
（福岡）
2022
第38回読売書法展九州展
（併催・第44回読売学生書展）

西日本
九州

（一社）
日本能率協会

03-3434-1377

日刊工業新聞社 西部支社 展示会事務局 092-271-5715

2,000 なみきスクエアなみきホール

なみき芸術文化祭実行委員会

092-645-1037

2,000 福岡国際会議場

Japan Drone / 次世代エアモビリティ
EXPO 運営事務局

03-3510-3733

3,600 福岡国際センター

㈱読売新聞 西部本社

03-3216-8903

新賛助会員様ご紹介

問合せ先：☎092
（733）5050
新たにご入会いただきました。
（順不同・敬称略）

会費

年間1口2万円から

皆様のご入会をお待ちしております

ホテルJALシティ福岡 天神
810-0041 福岡市中央区大名2-12-5

☎092-718-7558

2021年開業。九州一の繁華街 天神エリアに近く、福岡空港・博多駅を結ぶ地下鉄赤坂駅より徒歩1分の好立地。客
室280室・レストラン1店舗を保有し、ビジネス・レジャーの両面においてお客様の多様なニーズにお応えしています。

株式会社 ビッグストーン・ツアーズ
810-0041 福岡市中央区大名1-9-45 404号

☎092-406-2421

福岡・博多や糸島、離島の旅ならお任せください。ちょっと空いた短時間にも気軽に楽しんでいただけるよう、普段は入れ
ない特別な場所や秘宝見学、工房などにもお連れします。福岡をもっと深く楽しんでいただけるよう取り組んでいきます。

東横INN福岡天神

810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目15-14

☎092-725-1045

九州一の繁華街天神に隣接しながらも大通りには面していない為、静かな環境にあるホテルです。客室も大変明るく清潔です。無料サービスの
朝食では地元の食材をお楽しみいただけます。福岡PayPayドームや太宰府天満宮へもアクセス抜群。ホテルを拠点に福岡を満喫できます。

株式会社 ティーケーピー

162-0844 新宿区市谷八幡町8 TKP市ヶ谷ビル2F

☎03-5227-7321

全国で貸会議室・ホール・レンタルオフィスを中心に422の施設を展開。フレキシブルオフィス事業の他ホテル研修施設やイベ
ントプロデュース事業、BPO事業、料飲・バンケット事業と多岐に渡りワンストップで全てに対応できる事がTKPの強みです。

㈱Soelu

810-0001 福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト719号 ☎050-3558-5864

福岡を中心にホームページの制作・SEO対策・Web集客を行う株式会社Soeluです。弊社はた
だホームページを制作するだけではなく、
ホームページ公開後の運用に力を入れています。

オーシャンズ・フクオカ 読者プレゼント
オーシャンズフクオカの読者のみなさまへ下記商品を抽選でプレゼント
いたします。下記の二次元コードよりお申込みください。
締 切／ 令和4年11月22日
（火）

○西九州新幹線開業記念オリジナルグッズ
KAMOME スティッチワークキーホルダー

10

抽選で
名様

○株式会社丸ふじ提供
「銀河鉄道999」
と
映画
「レッド・シューズ」
の焼きカレーのセット

5

抽選で
名様

賛助会員交流会を開催します

当財団の賛助会員交流会を11月16日
（水）
、福岡国際会議場で開催します。
詳しくは、10月中にご案内メールを送付します。

URL https://www.welcome-fukuoka.or.jp印刷／敷島印刷株式会社

※賛助会員の方は、上記記載以外及び2月以降のスケジュールも当財団のホームページでご覧いただけます。 ※上記は、9月上旬の情報です。内容が変更になる場合があります。

発行・編集／〠８１０・００４１ 福岡市中央区大名２丁目５番 号
︵福岡市交通局庁舎４階︶ ☎０９２
︵７３３︶
５０５０

11月10日 FOOD STYLE Kyushu 2022

九州大学システム情報科学研究院
白谷研究室

︵公財︶
福岡観光コンベンションビューロー

11月9日

九州大学 医学部百年講堂

092-716-7116
﹁オーシャンズ・フクオカ﹂

12月10日 12月11日

事務局：大分大学医学部呼吸器・乳腺外
科学講座
運営事務局：㈱コングレ九州支社

03-3837-1630
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