
第２回九州異業種交流会　ワークショップ参考資料　【データ集】
テーマ 都市区分

ホスピタリティ
文化

伝統歴史
文化

自然資源
・自然景観 食文化 産業文化

（含 イベント）
都市文化 インフラ

姉妹・友好・
国際交流都市 学術・教育

スポーツ
文化

レジャー・テーマパーク

① 別府

　観光都市

*豊富な観光資源

*多くのステーク
ホルダー

⦿温泉文化
◎古くから湯治客や戦
後の軍人や被爆者の治
療所など様々な人を
“受け入れる”“癒
す”“水に流す”文化
であり、温泉という自
然の恵みを皆で“分か
ち合う”という文化

⦿別府温泉郷
  <別府八湯>
(別府,浜脇,観海寺,堀田,
明礬,鉄輪,柴石,亀川)
◎地球上にあるといわれる
11種の泉質の内の10種が
ある
◎源泉数2,847/一日当り
の湧出量13万㎘は全国一
◎鉄輪温泉には湯治客が地
獄釜で自炊しながら長逗留
する湯治文化が残る
※湯治柳屋:現代風湯治体
験
※ひょうたん温泉:大正時
代のお風呂、ミシュラン掲
載

⦿聴潮閣
*大分の財界人高橋欽哉の邸

宅兼迎賓館/国の近代化遺産

⦿鬼ノ岩屋古墳
＊古墳時代後期装飾古墳

⦿竈門八幡神社
◎アニメ『鬼滅の刃』聖地
として人気。福岡県大宰府
市の宝満宮竈門神社などを
含めた聖地巡礼を行うファ
ン多数。

⦿由布岳(豊後富士)
◎ﾌﾞﾛｯｹﾝ現象(※)が体験でき
る数少ない山※太陽を背に
立った時、自分の影が前方の
雲や霧に巨大に映り､その周

囲に色付きの光の輪が見える

⦿鶴見岳
※ﾐﾔﾏｷﾘｼﾏ(つつじ）5～6月/
紅葉10月/霧氷11月下旬～
3月上旬

⦿志高湖 (由布岳､鶴見岳を

望む景観とボート遊び)

⦿神楽女湖
◎80種1万5千株の花菖蒲

◎ｶﾜｾﾐ等野鳥の安住の地

⦿由布川峡谷
◎六十万年前の火砕流の浸食

◎｢東洋のチロル｣と呼ばれる

⦿阿蘇くじゅう立公園
◎猪の瀬戸:ｻｸﾗｿｳ､ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ
等貴重な植物がある湿原

⦿十文字原
◎別府湾､国東半島を一望

⦿竹瓦温泉(砂湯)
⦿明礬温泉の湯の花小屋
⦿明礬温泉へびん湯※原生

林の中で入浴・無料
⦿別府海浜砂場(砂蒸し)

⦿とり天
◎大正時代に東洋軒が発祥
◎安価な鶏肉で当時高価な
ﾚｽﾄﾗﾝの料理を提供したの

が始まり

⦿別府冷麺
◎満州からの引揚者が朝鮮

冷麺をﾍﾞｰｽ和風にｱﾚﾝｼﾞ

⦿地獄蒸し
◎温泉の蒸気で野菜や肉な
どを蒸したもの（最近は地

獄蒸しﾌﾟﾘﾝ）

⦿だんご汁
◎米が不足していた時代に庶

民が主食替わりに食べていた

⦿豊後別府湾ちりめん
◎別府湾の良質なｼﾗｽを無

添加無漂白で天日干し

⦿ザボン(文旦)漬け
◎文旦の砂糖漬け

⦿やせうま
*小麦粉で作った平たい麺に黄
粉と砂糖をまぶしたもので、平
安時代に都落ちした幼君が八瀬
という乳母にうま(幼語でご飯)
とねだったのが名の由来

【特産品】
⦿別府竹細工
◎別府の良質のｼﾉﾀﾞｹで茶
碗ｶｺﾞを作ったのが始まり.

後に湯治客土産で広まる

※藍胎漆器(竹細工に漆加工)

⦿つげ細工品※柘植木加工

【農畜産物】
⦿椎茸⦿別府米
⦿豊後牛(大分の黒毛和牛)
⦿花き(観賞用植物)

⦿べっぴんねぎ

【イベント】
⦿別府アルゲリッチ音楽祭
⦿別府八湯温泉泊覧会
◎温泉を回遊し､100以上
の体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで長期滞在

者やﾘﾋﾟｰﾀｰを増やす(春/秋)
⦿別府八湯温泉まつり(4

月)◎温泉の恵みに感謝する
祭

/共同温泉無料開放や火祭り

⦿地域通貨｢湯路｣｢泉都｣
◎住基ｶｰﾄﾞ等ICで管理し、ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱやｲﾍﾞﾝﾄ参加で入手.飲
食等で利用可能.阿蘇市の地

域通貨と相互利用可.
⦿べっぷｸﾘｽﾏｽHanabiﾌｧﾝﾀｼﾞｱ

【デパート･小売り】
⦿トキハ別府店
⦿ゆめタウン別府
⦿えきマチ一丁目別府

⦿べっぷ駅市場
　※昭和レトロな市場

⦿八坂レンガ通り
※映画のｾｯﾄのような古く

からの飲食店が並ぶ

⦿別府市公会堂
※DOCOMOMOJapanのﾓ

ﾀﾞﾝﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ建築選出

⦿別府タワー
◎S32別府温泉観光産業

大博覧会の目玉施設

⦿竹瓦小路
◎別府最古の木造ｱｰｹｰﾄﾞ

⦿グローバルタワー
※別府を一望/日本夜景遺

産

⦿湯けむり展望台
※別府･鉄輪の湯けむりと
鶴見岳,扇山
⦿別府アートミュージア
ム

【鉄道】
<JR>
⦿日豊本線
◎車窓からの別府湾の風
景
【バス】
⦿亀の井バス
◎九州観光の祖と言われた
油屋熊八が別府地獄めぐり
の遊覧輸送目的に亀の井旅
館のバス事業部として設立
◎「別府地獄めぐり」は、
国内で最も長い歴史を持つ
定期観光バス
◎日本で初めて女性バスガ
イドを採用した事業者
【道路】
⦿東九州自動車道
◎別府湾ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱからの
夕日や夜景が有名
⦿やまなみﾊｲｳｪｲ
◎高原の風を感じる九州屈
指のﾄﾞﾗｲﾌﾞｺｰｽ
⦿別大国道
◎海沿いで別府湾の景色が
良い
◎別大ﾏﾗｿﾝのｺｰｽ

【姉妹都市】
⦿熱海市（静岡県）
⦿木浦市（韓国）
⦿ボーモント市（米
国）
⦿ロトルア市（ニュー
ジーランド）
⦿バース市（イギリ
ス）
【友好都市】
⦿煙台市 （中国）
【国際交流都市】
⦿済州市（韓国）

⦿立命館アジア
太平洋大学(APU)
◎全学生に占める国際学
生の割合50％
◎世界90ヵ国・域(2020
年5月1日時点)から集う約

2,700人の国際学生
◎学内カフェテリアで
は、世界各国の料理やハ
ラル・ベジタリアン料理
もある
◎APU起業部
◎大分県の人口当たりの
留学生割合は全国一位
◎地域開発と観光の学部
を2023年に開設
ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ別府とも連携

予定
⦿別府大学
◎創立100年記念にキャ
ンパス内に「大分香りの
博物館」を開館
◎文化財保護研究のネッ

トワーク形成に取り組む
⦿京都大学 地球熱学研
究施設
◎火山、地熱、温泉に関
する研究及び教育を行っ
ている

【スポーツイベント】
⦿別府大分毎日マラソ
ン(２月)

【プロスポーツ】
⦿大分トリニータ
(サッカー)
⦿別府競輪(自転車)

【その他】
⦿『大分プロ育成野球
専門学院』(2021年4
月開校)

◉ラグビーC2019
　5チームがキャンプ
　1周年イベント開催
（レガシーの継続）
　

⦿別府地獄めぐり
(海地獄、白池地獄、血の池

地獄、龍巻地獄など）

⦿別府温泉保養ﾗﾝﾄﾞ
※「泥湯」

⦿鉄輪むし湯
⦿別府ラクテンチ
◎昭和4年創業の遊園地・
動物園
◎かつて別府金山が操業.
ｹｰﾙｶｰも当時のなごり.跡地

利用の目的で作られる。

⦿城島高原パーク
※木製ｼﾞｪｯﾄｺｰｽﾀｰ｢ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ｣

⦿杉乃井ホテル アクア
ガーデン
⦿インターコンチネンタ

ル別府(5つ星ホテル)

⦿近鉄別府ﾛｰﾌﾟｳｪｲ

②

球磨川
流域

◎八代市
◎人吉市
◎錦町 等

　地方都市

*被災地復興

*インバウンド

*豊富な観光資源

*河川流域経済圏

⦿球磨川の水と自然か
らの“山と川の恵み”
を提供するおもてなし
の食(鮎、鰻、焼酎)

⦿ムスリム対応に注力
◎食事・礼拝等の必要
なものの提供=相手の
文化に対する敬意と対
応

<八代>
◎肥後国誌には「八代」の地名
の由来は社（やしろ）で、天照
皇太神の山陵が在ったことから
「やしろ」と言われる

⦿八代宮
◎懐良親王(征西将軍)を主
祭神とする「将軍さん」の
愛称で呼ばれている
⦿八代神社｢妙見祭｣
◎ﾕﾈｽｺ無形文化遺産/九州三
大祭り/500年前にはあった
⦿彦一とんち話の舞台

⦿松浜軒(しょうひんけん)

*旧熊本藩八代城主浜御茶屋

<人吉>
◎人吉藩相良氏の城下町として
栄える⦿人吉城跡

⦿青井阿蘇神社(国宝)
◎おくんち祭り
平安時代から続く9日間の神事
(青井阿蘇神社の例大祭)

⦿相良護国神社/相良神社
｢相良三十三観音巡り｣※
⦿永国寺(幽霊の掛け軸)・
高寺院※
⦿願成寺(相良家の菩提寺)
※民衆の手で守られた地域
遺産と仏教美術
⦿大村横穴群(古墳時代)
⦿岩屋熊野座神社(相良家)

⦿球磨川(一級河川)
◎日本三大急流の一つ

◎急流球磨川下り

⦿臥龍梅
◎細川三斎ゆかりの名木
◎八代城北の丸跡にあり

樹齢は400年近い

⦿不知火及び水島　※

水島の夕日

⦿日奈久温泉➢金波楼
◎600年前 神のお告げで
掘った温泉の湯で父の刀
傷を治した伝説｢親孝行の

湯｣

⦿日光の棚田*棚田100選

⦿五家荘*九州最後の秘境

◎平家落人伝説､紅葉の名所

⦿樅木吊橋
◎親子吊橋､紅葉の絶景

⦿鍾乳洞『球泉洞』
◎九州最大の鍾乳洞.約3億
年前の海底の石灰岩層が

隆起してできたと推測

⦿神瀬石灰洞窟
◎入り口に熊野座神社が
鎮座。伊邪美命、速玉男
之命、事解男之命が祀ら
れる。「縁結びの神様」

<八代>
⦿豆腐の味噌漬け
◎平家落武者の保存食が発端

⦿辛子蓮根
◎病弱な細川忠利公の為作ら
れ明治維新まで門外不出とさ

れた/家紋とﾚﾝｺﾝが似ている

⦿鮎料理(球磨川の鮎)
急流で育ち引き締まった身が
特徴6～7月の若鮎の塩焼

⦿このしろ寿司
江戸時代から伝わるｺﾉｼﾛ(ｺﾊ

ﾀﾞ)を使った豪快な姿寿司

⦿みょうが饅頭
初夏に家庭で作られる郷土菓

子/白玉を茗荷の葉で包む

<人吉>
⦿つぼん汁
◎祝事に赤飯と食す/深い壺

に盛り付けることから由来

⦿球磨焼酎
＊繊月酒造『繊月城見蔵』

＊高橋酒造
『球磨焼酎ﾐｭｰｼﾞｱﾑ白岳伝承
蔵』

【特産品等】
⦿晩白柚(柑橘)⦿い草
⦿塩トマト,はちべえトマ
ト(トマトピーエン)

⦿日奈久ちくわ
◎流通拠点だった日奈久に近

海の魚が集まっていた

⦿高田焼(別名:八代焼)

◎白土象嵌の技法

⦿肥後鍔
◎江戸時代には「刀は備前、
鐔は肥後」と言われ、侍の世

界でブランドだった

⦿宮地手漉き和紙
約400年前から作られる和

紙

⦿豊水(梨)⦿不知火(柑橘)

⦿きじ馬
◎男児の健やかな健康を祈る
縁起物

⦿花手箱
◎女児の健やかな健康を願い

桃の節句などに贈る
⦿やつしろ全国花火競技
大会◎西日本で唯一の花火
競技会(10月)

【デパート・小売り】
⦿鶴屋百貨店八代店
⦿本町商店街(八代)
⦿通町商店街(八代)
⦿イオン八代
⦿ゆめタウン八代
⦿イオン人吉
⦿人吉東九日町商店街
⦿鍛冶屋町通り(人吉)
⦿人吉ループ橋
◎複数の橋で構成されﾙｰﾌﾟ

の規模は東洋一

⦿JR大畑(おこば)駅
※名刺を貼ると出世すると
いわれているレトロな駅舎
※ループ駅の中のスイッチ
バックが鉄道ファンに人気
◎アニメ『夏目友人帳』
聖地巡礼(人吉市/球磨地
方)
“災害後もアニメの中に残
る風景”巡礼という復興支
援⦿雨宮神社(相良村)
⦿西瀬橋、天狗橋
※人吉アニメツーリズム

【鉄道】
<JR>
⦿九州新幹線(新八代)
⦿鹿児島本線
⦿肥薩線
◎球磨川沿の景観◎ﾙｰﾌﾟ橋
◎ｽｲｯﾁﾊﾞｯｸ
◎「SL人吉」・｢いさぶろ
う」｢しんぺい」号
※矢岳越えからのえびの高
原を望む『日本三大車窓』
※矢岳駅:明治の駅舎と秘

境駅観光

<私鉄>
⦿肥薩おれんじ鉄道
◎観光列車｢おれんじ食堂｣

⦿くま川鉄道(鉄印帳)
◎観光列車｢田園ｼﾝﾌｫﾆｰ｣
人吉の美しい田園風景が車

窓に広がる

【空港・港】
⦿熊本空港(阿蘇くまもと空港)

◎世界ベスト空港第8位に

選出(2017年)

⦿八代港
◎多数の大型ｸﾙｰｽﾞ船が入
港する＊くまもんﾎﾟｰﾄ八代

【八代市】
<友好>
⦿北海市（中華人民共
和国広西壮族自治区）
⦿基隆市（中華民国
省轄市）
<姉妹>
⦿岡山県都窪郡早島町
【人吉市】
<姉妹>
⦿アブランテス市（ポ
ルトガル共和国サンタ
レン県）
⦿指宿市（鹿児島県）

<八代>
⦿八代高等職業訓練校
◎おもてなし観光科(訓練
ｺｰｽ)

⦿熊本県立八代高等学校
◎グローバルアクション
プログラムによる国際人
材育成
⦿熊本県立八代農業高等
学校(JAやつしろとのコラ
ボスイーツ販売：もち米
を使用した新感覚ﾌﾟﾘﾝ)
⦿熊本県立八代東高等学
校
(ローソンとのコラボス
イーツの販売：晩白柚ｸﾘｰ

ﾑのｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ)

<人吉>
⦿中小企業大学校人吉校
◎中小機構が運営する
1995年10月開校
人材育成の様々な研修を
実施

<八代>
⦿九州国際スリーデー
マーチ(5月)
◎国内第2位の規模の歩け
歩け大会
◎世界各地の対象ｳｫｰｷﾝｸﾞ
大会を規定の回数参加し
完歩すると、表彰が受け
られる国際ﾏｰﾁﾝｸﾞﾘｰｸﾞに
登録されている(専用ﾊﾟｽ
ﾎﾟｰﾄあり)

<人吉>
⦿人吉温泉春風マラソ
ン(2月)
◎RUN×温泉
「人吉盆地」と「球磨
川」沿いのコース景観は
抜群。競技後は「赤飯」
郷土料理「つぼん汁」
「ぜんざい」でおもてな
し。参加者は温泉無料。

<八代>
⦿八代市立博物館/未来
の森ミュージアム
⦿石匠館(めがね橋/石工)
⦿人吉クラフトパーク石
野公園(道の駅人吉)
⦿人吉鉄道ﾐｭｰｼﾞｱﾑ
⦿SL人吉(3月)

⦿球磨川ラフティング
◎日本三大急流
◎人吉市内や隣の球磨村
から出発する。九州唯一、
日本最南端のﾗﾌﾃｨﾝｸﾞｽﾎﾟｯ
ﾄ
⦿球磨川下り
◎木舟に乗り熟練船頭のｶﾞ
ｲﾀﾞﾝｽを楽しみながら、四
季折々の景観と鳥のさえず
りに耳を傾け大自然を楽し
む(50分かけて駅～温泉街

へ)

⦿五木村バンジー
◎九州唯一のﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾞﾝ
ｼﾞｰｼﾞｬﾝﾌﾟ.高さ66ｍの小
八重橋から日本の綺麗な川
ﾄｯﾌﾟ3の川辺川へ

➂ 福岡市

　 大都市

*博多文化

⦿2000年前から外国と
の玄関口(鴻臚館)であ
り、多様性を認め、受け
入れ活かす風土
⦿支社・支店が多く他地
域の人への抵抗感が少な
い
⦿“博多商人”で発展し
た街であり、商売人なら
ではの「おもてなし気
質」
⦿国際会議開催開催率政
令市でNo.1
⦿福岡ツーリストシティ
パス(アプリ)*外国人旅行
者対象1日乗車券
⦿福岡市ムスリムフレン
ドリーレストランガイド

⦿板付遺跡
◎縄文晩期～弥生後期
　日本でも最初期の環濠集落
であり、水稲耕作遺跡である

⦿志賀島
＊金印「漢委奴国王印」
◎魏志倭人伝の記載から、
「奴国」は博多付近（後の那
の津）との説が有力

⦿福岡城跡
◎福岡藩黒田氏が福岡城とそ
の城下町を築いた。
●福岡は福岡藩黒田氏の「武
家町」、博多は古来から国際
貿易港としての「商人町」と
して栄えた
⦿東長寺    ⦿承天寺
⦿櫛田神社 ⦿住吉神社
⦿十日恵比須神社
⦿香椎宮    ⦿筥崎宮
⦿若八幡宮

⦿水鏡天満宮
◎菅原道真公を祀る.「天神
様」は道真公のこと
⦿博多おくんち(10月)
◎櫛田神社の秋の例祭.秋の豊
穣に感謝する祭り.日本三大く
んち

⦿志賀島(*金印)

⦿能古島
◎菜の花･桜･ｺｽﾓｽ･水仙の名

所/都心から10分で行ける

⦿玄界島
◎黒瀬と呼ばれる幅200m
程度の岩礁が発達。玄武岩
で構成されている

⦿背振山
⦿海の中道
◎志賀島と九州本土とを繋

ぐ陸繋砂州

⦿生の松原(長垂海岸)
◎今津湾岸の弓状の浜にある
美しい松原。元寇防塁が残り
能古島が眼の前。眺めのよい

海水浴場

⦿今津海岸(長浜海岸)
◎元寇防塁の跡の残る海岸
/玄海島､志賀島､能古島等

が見渡せる

⦿油山市民の森
◎自然観察の森での生きもの

や植物などの自然観察

⦿金山渓谷
⦿愛宕山(愛宕神社)
*夜景スポット

⦿がめ煮※博多の郷土料理

◎鶏肉や野菜など様々な材料
を使うので、博多の方言で｢
よせ集める｣という意味の｢が
めくりこむ｣から名前がつい
たという説
◎昔､福岡県北部を｢筑前の
国｣といっていたことから｢筑
前煮｣とも呼ばれる

⦿水炊き
◎西洋料理のコンソメと中
国料理の鳥の水煮がルーツ

⦿博多ラーメン
◎屋台(市内に200軒以上
存在。全国の大半が集中)
◎替え玉(麺のおかわり）
◎久留米ラーメン、長浜
ラーメン

⦿辛子明太子
◎スケトウダラの卵を唐辛
子等で漬け込んだもの.博

多の食卓・お土産の定番品

⦿もつ鍋
⦿博多雑煮(かつお菜,ブ
リ,あご出汁)
⦿博多うどん(うどん発祥の地

⦿鉄なべ餃子(屋台が発祥）

【特産品】
⦿博多織(日本三大織物の一つ)

⦿博多人形(約200年の歴史)

⦿博多独楽⦿博多鋏
⦿あまおう(いちご)
◎海外でも人気

【イベント】
⦿博多どんたく港まつり

(5月)
◎「松ばやし」を起源とする
830年余の伝統行事から市
民の祭りへとなる

毎年約200万人が集まる

⦿博多祇園山笠(7月)

(ﾕﾈｽｺ無形文化遺産)
◎博多の総鎮守櫛田神社の奉
納神事。毎年7月1日～15日
にかけて開催される700年

以上の伝統のある祭

⦿放生会(9月)
◎博多三大祭りのひとつ
筥崎宮で開催される
*縁起物：ちゃんぽん、おはじ

き

【デパート】
⦿福岡三越 ⦿岩田屋
⦿博多阪急⦿大丸福岡天神

【商業施設】
⦿キャナルシティ博多
⦿博多リバレイン
⦿JR博多シティ⦿イムズ
⦿ソラリアプラザ
⦿ソラリアステージ
⦿福岡PARCO⦿天神地下
街　⦿シーサイドももち
⦿新天町商店街
⦿西新商店街
◎サザエさん通り

◎リヤカー部隊

⦿長浜鮮魚市場
◎市場会館で新鮮な海鮮が
食べられる
⦿舞鶴公園⦿警固公園
⦿友泉亭公園
◎旧福岡藩主黒田家の別邸跡

⦿大濠公園
◎福岡城外濠を整備

⦿旧福岡県公会堂貴賓館
◎明治時代の希少なフレン
チ・ルネッサンス様式

【鉄道】
<JR>
⦿山陽新幹線⦿九州新幹
線
⦿筑肥線(博多湾沿いを走
行)
<私鉄･地下鉄>
⦿西日本鉄道
⦿福岡市営地下鉄
<バス>
⦿西鉄バス⦿福岡ｵｰﾌﾟﾝﾄｯ
ﾌﾟﾊﾞｽ(市内観光)
⦿昭和バス⦿JR九州バス

<空港・港>
⦿福岡空港
◎福岡市街地から5キロ以
内の至近距離でアクセス
が良い（中心市街地まで
５～10分程度)世界第4位
◎市営地下鉄が乗り入れ

⦿博多港
◎クルーズ船寄港数日本
一　(2015～2018年)
◎海外航路乗降人数25年
連続日本一
⦿タクシー(市内約80社)
⦿「Fukuoka City Wi-
fi」無料公共無線LAN

★福岡市は在留学国人伸
び率政令市でNo,1
(2012～2017年)

【姉妹都市および国際交
流都市】
⦿オークランド市(米国)

⦿ 広州市（中国）

⦿ ボルドー市（フランス）

⦿イポー市（マレーシア）

⦿釜山広域市（韓国）

⦿ アトランタ市（米国）

⦿ ヤンゴン市（ミャンマー）

⦿青島（中国/国際交流都市
のみ）

【領事館】
⦿アメリカ
⦿タイ・韓国・中国
⦿ベトナム・台湾
【国際機関】
⦿国連ハビタット
アジア太平洋地域事務所

【国立大学】
⦿九州大学
◎8人に1人は留学生
◎九大在籍のまま指定の
海外大学へ留学可能

◎九大起業部

【公立大学】
⦿福岡女子大学
◎学生の約8割が卒業まで
に留学を経験
◎初年次は全員が学生寮
で留学生と共に生活し、
異文化に対する理解力や
コミュニケーション能力

を養う

【私立大学】
⦿福岡大学
◎全9学部31学科、大学
院10研究科34専攻の規模
のﾜﾝｷｬﾝﾊﾟｽは全国でも稀
⦿福岡女学院大学
◎「国際英語学科」「国
際キャリア学科」
◎「国際交流センター」
で長期留学支援

【福岡で毎年開催されるス
ポーツイベンド】
⦿日本陸上競技選手権大会
クロスカントリー競走（2
月）
⦿全国選抜高校テニス大会
（3月）
⦿全日本選抜柔道体重別選
手権大会（4月）
⦿金鷲旗・玉竜旗（7月）
⦿大相撲十一月場所
（九州場所）
⦿福岡国際マラソン
(12月）
世界のﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰが集まる、
ワールドアスレチックス公認
の男子フルマラソン大会
【プロスポーツチーム】
⦿福岡ソフトバンクホーク
ス　(野球)
⦿アビスパ福岡(サッカー)
⦿コカ・コーラレッドス
パークス（ラグビー)
⦿九州電力キューデン
ヴォルテクス（ラグビー)
⦿ライジングゼファーフク
オカ(バスケットボール）

⦿福岡PayPayドーム
◎ﾌﾟﾛ野球「福岡ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
ﾎｰｸｽ」の本拠地
⦿福岡タワー
⦿中洲
◎日本三大歓楽街の一つ
⦿博多港ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ
⦿博多町家ふるさと館
◎明治・大正の時代を中
心に博多の暮らしや文化
を広く紹介/博多伝統工芸
品への絵付体験が出来る
⦿博多伝統工芸館
⦿福岡城博物館
⦿キャナルシティ博多
⦿ﾏﾘﾝﾜｰﾙﾄﾞ海の中道
◎水族館や観覧車のあるﾌ
ﾗﾜｰﾊﾟｰｸなど
⦿かしいかえん
⦿HKT48
(博多拠点ｱｲﾄﾞﾙ)

⦿福岡吉本
⦿九州交響楽団
◎九州で唯一のﾌﾟﾛｵｰｹｽﾄﾗ


