
主　催／筑豊フェア実行委員会
　　　　直方市・宮若市・小竹町・鞍手町・飯塚市・嘉麻市・桂川町・田川市・香春町・添田町・糸田町・川崎町・大任町・赤村・福智町
事務局／福岡県広域地域振興課　Tel.092-643-3180（平日 9：00～17：00）
共　催／直方・鞍手広域連携プロジェクト推進会議、嘉飯都市圏活性化推進会議、田川広域連携プロジェクト推進会議
協　力／福岡経済同友会

専用HPはコチラ!!
http://chikuhou-fair.com/

筑豊フェア2017HP 検索

10th
Anniversary

楽しいステージイベントや筑豊のグルメが堪能できる飲食ブース、
様 な々体験コーナーや筑豊の物産品の販売の他、

親子で楽しめる、お菓子のつかみ取りや縁日なども開催します!
この機会に筑豊の魅力を体感してみませんか♪

筑豊の魅力がたっぷり詰まった祭典!

フェア
ち   く   ほ   う

C h i k u h o u  F a i r  2 0 1 7

9.30土 11：00 START ～ 15：30 CLOSED

in 天神中央公園
ふくおか交流お祭りひろば（アクロス福岡南側）



親子で楽しめる

縁日コーナー
会場内のブースを回って
縁日チケットをGet!!
射的やヨーヨーすくい、
輪投げを思いっきり

楽しもう♪

飲食ブース
筑豊の「食」の魅力が
たっぷり詰まった
飲食ブースが

会場いっぱいに集合!!

会場で配る
スタンプラリー、または

アンケートにお答えいただいた方に
嬉しい筑豊の特産物が
抽選で当たる♪

特産物が
当たる！

筑豊 kids ダンス

コンテスト
筑豊で活躍するキッズ達の
ダンスコンテストを開催！
審査員にはEXILEで

お馴染みの
LDHさんが登場！

ゆるキャラ
大集合!

一緒に写真を撮ったり
握手したりとゆるキャラに
触れ合うチャンス!!

ステージ
イベント♬
筑豊の文化を伝える
太鼓演奏や踊りをはじめ
ミュージカルなどの
演目がいっぱい！

体験ブース
ストラップ作りや竹細工、
フラダンス体験など
さまざまな体験ができる
ブースもあるよ!！

筑豊まるごと

女性専用
授乳室も完備！

女性専用の
授乳・休憩テントあり！
授乳時やベビーカーの
お預かりも致します！

特特特

お菓子の
つかみ取り！
スタンプラリー、アンケートに
お答えいただくとお子様限定で

お菓子のつかみ取りが
できます!!

アン

め
の

い！

田川市 田川市夢良おこし隊

　　　 　　

直鞍エリア 嘉飯エリア 田川エリア

※ 出展・ステージ内容は変更になる場合がございます。また、商品には限りがありますので予めご了承ください。
※ 会場で販売・提供される飲食物は、衛生上の問題から持ち帰らず、その場で召しあがれる物に関しましては
　 その場で召しあがってください。

アクセス良好!! 天神の中心、「天神中央公園」に
筑豊の「美味しい・楽しい」がやってくる!!
アクセス良好!! 天神の中心、「天神中央公園」に
筑豊の「美味しい・楽しい」がやってくる!!

※ お車でお越しの方は、お近くの有料駐車場をご利用ください。

鉄　道／西鉄福岡（天神）駅より
地下鉄／地下鉄天神駅より
バ　ス／明治通り アクロス福岡・水鏡天満宮前バス停より

　　　　国体道路 天神一丁目バス停より
　　　　渡辺通り 西鉄福岡駅前各バス停より

・・・・・・・・・・・・ 徒歩約３分
・・・・・・・・・・・・・・・・ 徒歩約５分

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 徒歩約１分
・・・・ 徒歩約１分

徒歩約３分
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王塚太鼓
オープニング
田川民踊会(正調炭坑節保存会)
レッツ・フラ・ノヘア
嘉麻市文化協会
田川創作炭坑節CDR21
Smile
劇団宮若レインボーカンパニー(ミュージカル劇団)
ゆるキャラ大集合
筑豊 kids ダンスコンテスト
九州和太鼓 田川大薮太鼓
Hula O Pua Melia（フラ・オ・プア・メリア）
GM DANCE STUDIO
筑豊 kids ダンスコンテスト結果発表
KOG-D（こたけおやじダンス部）
エンディング

直方市 直方焼きスパ

　　　 博多屋菓子舗

　　　 手作りデザート ＣＨＩＣＨＩＹＡ

　　　 カレー焼き 次元

　　　 食と暮らしを楽しむ店 えこわいず

　　　 　 　　　　　　　　

宮若市 アーダニン

　　　 WAN CHAN RAMEN

　　　 宮若じまん振興会

　　　 宮若追い出し猫本舗

小竹町 NPO法人「小竹に住みたい」
　　　 まちづくりの会

鞍手町 郷のめぐみ 梅幸坊

　　　 株式会社 野上養鶏場

飯塚市 JAふくおか嘉穂

　　　 筑前飯塚たまご処卵の庄

　　　 宮ノ上 げんき

　　　 森本牧場

　　　 飯塚ほるホルめし

嘉麻市 パン＆焼き菓子 さくらんぼ

　　　 赤崎牛

　　　 道の駅うすい

桂川町 JAふくおか嘉穂 女性部桂川支部

　　　 ど根性小町

　　　 地域商社いいバイ桂川

直方焼きスパ ぶどう、いちじく、野菜、筑穂牛カレー（レトルト） いかの塩辛
（プレーン・ゆず胡椒味・激辛・超激辛）、
しょうがの佃煮

田川ホルモン鍋

かぼちゃプリン、さつまいもプリン、蒸しパン、
野菜チップス、ゆずレモンフローズン

野菜、加工品など

牛サイコロステーキ、若鶏の炭火焼

バナナようかん、むかしようかん、彦山ようかん、
手作りこんにゃく、ヤマメ塩焼きなど

野菜、寿司飯、サンドイッチ、お菓子類、
揚げたこ焼き、かき氷

百花蜜、レンゲ蜜

旬の野菜など

にんにく球、にんにく球（ウコン）、黒にんにく
ポン酢、みそ、ゆずこしょう、お菓子、
クリアファイルなど

野菜、餅類、弁当類

福智名物「方城すいとん」

筑穂牛バーガー

筑穂牛串

ほるホルめし

惣菜パン・菓子パン、焼き菓子（クッキー・ラスク）、
シューアイス

赤崎牛ハンバーガー

野菜、果物、釜めしの素、酒ゼリー、酒

鶏のから揚げ

オクラのしょうゆ漬け、
オクラのしょうゆ漬け（しょうが入り）
クッキー（ごま・ひまわりの種）、ふきの佃煮、
季節のジャム（しょうが）、らっきょう、甘太郎

けいせんのうまい米
（2lペットボトル、500ｍｌペットボトル）

プリン、チーズケーキ、米粉ロール（生）、
げんきタマゴん、シフォン（バニラ・チョコ）、
卵かけご飯しょう油

成金饅頭

ジェラート各種

カレー焼き（カレー・あずき・クリーム）

自家製天然酵母パン

直方産 自然農法のお米、ぽん菓子、
手づくりお菓子、ジュース、お茶、
石けん、竹布など

牛テールカレー

王湾まぜそば

米粉パン、柿、ぶどう、梨、菓子

置物、マスコット（土鈴）、キーホルダー、
菓子（猫菓子・猫煎餅）、ポストカード、Tシャツ、
エコバッグ、帆布バッグ

竹炭（小・大）、果物、
竹酢液（害虫防止液）500ｍｌ、手作り雑貨

減塩梅干し（特選）、ハリハリ漬け、惣菜

味宝卵 Lパック、親鶏の炭火焼き、
朝採り「味宝卵」の生プリン、
朝採り「味宝卵」と国産はちみつのカステラ

自家製天然酵母パン こむぎ日和

田川ホルモン喰楽歩　　　 　　

香春町 阪本農園

　　　 道の駅香春

　　　 コロコロ炭焼亭 本舗

添田町 英彦山伝統物産振興会

糸田町 糸田ふれあい市

川崎町 天然国産ハチミツ 蜂屋なべとう

　　　 川崎町農産物直売所 De・愛

大任町 大任町

赤　村 赤村特産物センター

福智町 福智好いとん隊


