
№ イベント名 開催日時 会場名（住所） 参加方法 主催者名・問合せ先 内容

1
福岡・朝倉市産の米粉と福島県産
の果実ジャムを使った親子お菓子
作り教室

11月3日（金・祝）
11月23日（木・祝）
午前の部：10：00～12：00
午後の部：13：30～15：30

福岡タワー１階キッチン（福
岡市早良区百道浜2-3-26）

参加費１組1000円
※1回あたり定員10組
要事前予約：092-947-9003

エフコープ生活協同組合
092-947-9003（エフコープ組合員活動部　阿
利浩二）

・福島県、福岡県朝倉市産の農産物などを
使った親子お菓子づくり

2 第28回まつり新宮
11月3日（金・祝）
10:00～15:30

新宮中央駅前　沖田中央公
園（糟屋郡新宮町中央駅前
2-3）

当日、会場へお越しくださ
い。

まつり新宮実行委員会
　092-962-0238（新宮町役場産業振興課）

・農産物販売
・かしわご飯販売
・餅つき

3 地産地消フェスティバル
11月3日（金・祝）
10：00～15：00

JA糸島営農総合センター及
び食育研修センター（糸島市
志摩小富士14-34）

当日、会場へお越しくださ
い。

JA糸島女性部
092-321-5080（JA糸島営農企画課）

・女性部からの郷土料理振る舞い
・郷土料理「そうめんちり」の販売
・味噌作り体験（要事前予約）
・ジュース飲み比べ競争
・農産物展示
・「食と農」のクイズ

4 秋の大収穫祭
11月3日（金・祝）～5日（日）
9:00～16:00

道の駅豊前おこしかけ（豊前
市四郎丸1041-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

道の駅豊前おこしかけ
0979-84-0544

・野菜果物100円均一セール
・ゆず、みかんの袋詰め放題
・京築秋キャベツ大販売会

5 ふくおかエコ農産物フェア 11月4日（日）
道の駅むなかた（宗像市江
口1172）

当日、会場へお越しくださ
い。

福岡県食の安全・地産地消課
09-643-3571

化学肥料と化学農薬の使用量がともに県基準
の半分以下で作られた、福岡県が認証する
「ふくおかエコ農産物」の試食販売を行いま
す。
「ふくおかエコ農産物」をお買い上げの方には
先着でオリジナルグッズをプレゼント

6 みやま市文化祭
11月4日（土）、5日（日）
9：00～16：00

まいピア高田（みやま市高田
町濃施14）

当日、会場へお越しくださ
い。

みやま市役所
0944-64-1523

・女性部によるだご汁、ご飯の販売

7 ふるさとみづま祭

11月4日（土）
10：00～18：00
11月5日（日）
9：00～19：00

水沼の里2000年記念の森
（久留米市三潴町玉満1978）

当日、会場へお越しくださ
い。

ふるさとみづま祭実行委員会事務局
0942-64-2315

・女性部員によるだご汁、おこわの販売
・青壮年部員による鶏のからあげの販売
・餅つき体験・ポン菓子の無料配布

8 うきはの食と農と健康まつり
11月4日（土）、5日（日）
10:00～16:00

うきはアリーナ（うきは市浮
羽町朝田215）

当日、会場へお越しくださ
い。

うきはの食と農と健康まつり実行委員会
0943-75-4960（うきは市役所　保健課）

・ミネラル野菜の販売
・健康食レシピの配布
・マイ箸作り

食育・地産地消月間イベント一覧
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9
コスモス広場開店15周年記念感
謝祭

11月5日（日）
9：00～12：00（なくなり次第
終了）

コスモス広場（古賀市青柳
658-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

コスモス広場利用組合
092-943-1114

・生産者からのプレゼント
・みかん詰め放題
・コスモスの花を自由にとってもらう
・ポン菓子プレゼント

10
元気だし！あさくら収穫祭
朝倉　東峰　筑前　新米まつり

11月5日（日）
11:00～16:00

みなみの里　芝生広場
（朝倉郡筑前町三並866）

当日会場でチケットを購入し
てください。
（１人：1200円）

みなみの里
（0946-42-8115）

朝倉市・筑前町・東峰村の、羽釜炊き新米ごは
んを、小石原焼のお茶碗で食べ比べできま
す。使ったお茶碗はお持ち帰りいただけます。

11 産直マルシェ
11月9日（木）
11月22日（水）
10:00～15:00

福岡赤十字病院（福岡市南
区大楠3-1-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

福岡赤十字病院・三連水車の里あさくら
0946-52-9300（三連水車の里あさくら）

・農産物販売

12 ふくおかエコ農産物フェア 11月11日（土）
よってこ四季犀館（京都郡み
やこ町犀川生立54-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

福岡県食の安全・地産地消課
092-643-3571

化学肥料と化学農薬の使用量がともに県基準
の半分以下で作られた、福岡県が認証する
「ふくおかエコ農産物」の試食販売を行いま
す。
「ふくおかエコ農産物」をお買い上げの方には
先着でオリジナルグッズをプレゼント

13 第14回JAにじ農業祭り
11月11日（土）、12日（日）
9：30～15：30

にじの耳納の里北側駐車場
（うきは市吉井町福益130-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

JAにじ
0943-75-4121（JAにじ総務課）

・農産物詰め放題
・ステージイベント
・住民参加型イベント

14

第43回ふるさとくるめ農業まつり
くるめ食育フェスタ2017（同時開
催）

11月11日（土）～11月12日
（日）
10:00～16:00

久留米百年公園・リサーチセ
ンタービル1階展示場
（久留米市百年公園2432-1-
1-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

久留米市農政部農政課
0942-30-9163

・地元産品を使った料理体験
・大直売所（野菜、果物、特別栽培米等の販
売）
・バター作り・搾乳体験・フラワーアレンジメント
体験
・久留米産農産物・加工品の展示・試食・販売
等

15 第33回まつり古賀
11月12日（日）
9:00～15:00

古賀市役所駐車場（古賀市
駅東1-1-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

まつり古賀実行委員会
092-942-1176（古賀市商工政策課）

・農産物販売
・餅つき

16 筑後地区農業祭り2017
11月12日（日）
9：00～16：00

JAふくおか八女筑後支店駐
車場（筑後市大字上代島
1217-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

JAふくおか八女
0942-53-4811（筑後地区センター営農販売）

・紅白餅投げ
・飲食ブース
・女性部によるだご汁振る舞い
・農産物びっくり値段タイムセール
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17
ヘルシーメニューDe食育キャン
ペーン

11月13日（月）～26日（日）各
店舗の営業時間に準ずる。

各店舗
詳細は各店舗へお問い合わ
せをお願いします。

福岡県保健医療介護部健康増進課
092-643-3269

・ヘルシーメニュー販売
・健康づくりに関する情報提供

18 「福岡のおいしい幸せ」大晩餐会 11月14日（火）
ホテル日航福岡
（福岡市博多区博多駅前2-
18-25）

前売りチケットを購入ください
（１人：5000円）

福岡県食の安全・地産地消課
092-643-3575

食育・地産地消月間のメインイベントとして、福
岡県の農林水産物をふんだんに活用したコー
ス料理でおもてなしします。
生産者が丹精込めて育てた福岡の豊かな食
材のおいしさを最大限引き出すべく、ホテル日
航福岡の中橋料理長自らが特別メニューを考
案。きめ細やかなサービスとともにご堪能くだ
さい。

19
福岡県農林業総合試験場資源活
用研究センター
ふれあいフェスタ

11月18日（土）
9：30～16：00

福岡県農林業総合試験場資
源活用研究センター（久留米
市山本町豊田1438-2）

当日、会場へお越しくださ
い。

福岡県農林業総合試験場資源活用研究セン
ター　　　　　　　　　0942-45-7870

・研究成果の照会
・農林産物のＰＲ、試食（県産きのこや野菜の
ピザ作り体験、丸太切り体験等）、工作（クリス
マスリース、木の葉しおり作り）

20
福岡県農林業総合試験場
ふれあいフェスタ筑紫野会場

11月18日（土）
9:30～15:30

福岡県農林業総合試験場
（筑紫野市大字吉木587）

当日、会場へお越しくださ
い。

福岡県農林業総合試験場　管理部　総務課
092-924-2936

・試験研究内容の紹介・遺伝子暗号クイズ
・昆虫ペーパークラフト・「元気つくし」おにぎり
試食
・その他、子どもから大人まで楽しく学べるさま
ざまな催し物

21
親子ふれあい食育フェスタwithア
ビスパ福岡

11月18日（土）
9：30～13：00（受付9:00～）

雁の巣レクリエーションセン
ター（福岡市東区大字奈多
1302-53）

参加費無料
要事前申し込み（申込多数
の場合は抽選）

JA福岡市東部　総合企画室
092-621-4663

・食育ゲーム
・食農教育講座
・親子ふれあい教室
・豚汁の試食

22 ２０１７久山の秋の食フェスタ
11月19日（日）
10:00～15：00

久山町役場下駐車場
（糟屋郡久山町久原3632）

当日、会場へお越しくださ
い。

久山町役場魅力づくり推進課
092-976-1111

食を通して、地域の産物や食文化を感じ、秋の
久山をみんなで楽しむ美味しいイベントです。
久山で獲れた新米や新鮮な野菜、加工品など
のお店が町内外から集まり、軽トラ市スタイル
で軒を連ねます。そのほか、音楽演奏やふる
まいなどのイベントもあります。

23 日曜朝市
11月19日（日）
8：30～11：00

犬塚購買店（久留米市三潴
町玉満2396）

当日、会場へお越しくださ
い。

みづまの里農産物直売所
0942-64-4373（JAみづま犬塚購買店）

三潴町管内で採れた新鮮な野菜や「みづまの
里農産物直売所」会員手作りの加工品等を販
売。その他、鶏の唐揚げや、女性部「みづまの
光グループ」のおこわ等の販売を行う。

24 ふくおかエコ農産物フェア 11月23日（木・祝）
道の駅原鶴ファームステー
ションバサロ（朝倉市杷木久
喜宮1665-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

福岡県食の安全・地産地消課
092-643-3571

化学肥料と化学農薬の使用量がともに県基準
の半分以下で作られた、福岡県が認証する
「ふくおかエコ農産物」の試食販売を行いま
す。
「ふくおかエコ農産物をお買い上げの方には先
着でオリジナルグッズをプレゼント
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25 秋の大収穫祭
11月23日（木）～26日（日）
10：00～15：00

道の駅たちばな（八女市立
花町下辺春315-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

有限会社道の駅たちばな
0943-37-1711

・ふれあい餅つき
・農産物販売
・だご汁の振る舞い

26

地域農産物を活用した親子ニコ・
ニコ料理教室
～みんなでやろう　ニコ・ニコおむ
すび大作戦～

11月25日（土）
10：00～13：00

JA福岡大城　本店敷地内
コスモス（三潴郡大木町八町
牟田330）

要事前予約
JA福岡大城　女性部
0944-32-1300（大城農協同組合総務企画部
企画管理課）

親子を対象とし、地域で採れる米や野菜を材
料に、バランスのとれた料理教室を実施。
おかず３品、おにぎりを作ります。
食事会をしながら意見交換を実施。

27
福岡県水産海洋技術センター
おめで鯛まつり～もっと知ろう「海」
と「川」～

11月25日（土）
9：30～16：00

福岡県水産海洋技術セン
ター（福岡市西区今津1141-
1）

当日、会場へお越しくださ
い。

福岡県水産海洋技術センター092-806-525

・生きている魚介類とのふれあい（タッチング
プール）
・海苔作り体験
・「福岡有明のり」の販売

28
第9回JAくるめ東部支店収穫感謝
祭

11月25日（土）
10:00～14:30

JAくるめ東部支店（久留米
市善導寺町飯田620-2）

当日、会場へお越しくださ
い。

JAくるめ東部支店
0942-47-1135

・手料理、地域特産、手芸品の販売
・収穫体験ミニツアー（有料）、当日チケット販
売
・焼き鳥、焼きそば、米、もち米等の販売
・そば手打ち体験
・お楽しみ抽選会、餅まき

29 第33回粕屋農業まつり
11月25日（土）、26日（日）
9：30～16：00

JA粕屋（糟屋郡粕屋町大字
大隈1229）

当日、会場へお越しくださ
い。

JA粕屋
092-938-2511

・農産物販売
・イベントステージ
・食事コーナー

30 秋の収穫祭
11月25日（土）、26日（日）
9：30～18：00

愛菜市場（福岡市東区和白
3-27-39）

当日、会場へお越しくださ
い。

JA福岡市東部
092-606-2082（愛菜市場）

・特産品（野菜）の試食会
・野菜等の特価販売
・その他の販売は未定

31 まるごとみやま秋穫祭
11月25日（土）、26日（日）
9:30～16:00

みやま市立図書館駐車場周
辺（みやま市瀬高町下庄
800-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

みやま市役所
0944-64-1523

・女性部によるだご汁、ご飯の販売

32 博多じょうもんさん天神市場
11月26日（日）
10：00～15：00

福岡市役所西側ふれあい広
場（福岡市中央区天神1-8-
1）

当日、会場へお越しくださ
い。

JA福岡市　総合企画課
092-711-2084

・福岡市内産の新鮮な農産物販売
・飲食コーナー
・ステージイベント
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33 ふくおかフラワーフェア
11月25（土）、26日（日）
10:00～17:00

ソラリアプラザゼファ、ライオ
ン広場（福岡市中央区天神２
丁目）

当日、会場へお越しくださ
い。

花あふれるふくおか推進協議会
092-643-3574

・ふくおかの花の展示
・花屋さんによるフラワーデザイン品評会
・花屋さんや高校生による花いけバトル
・こどもアレンジコンテスト
・花とみどりの子ども絵画コンクール作品展示
・フラワーアレンジ教室

34 筑紫野市食育講演会
11月30日（木）
10:00～

筑紫野市総合保健福祉セン
ター「カミーリヤ」２階視聴覚
室
（筑紫野市岡田3-11-1）

参加費無料
要事前予約

筑紫野市健康福祉部健康推進課
092－920-8611

筑紫野市民を対象とした食育講演会です。
テーマ　“美味しい”って何だろう？
～弁当の日から学ぶ食育のこと～

35 食育の日活動
毎月19日
15:30～

福津市イオンモール（福津市
日蒔野6-16-1)

当日、会場へお越しくださ
い。

福津市いきいき健康課
0940-34-3351

・食育に関するパンフレット配布
・地産地消の食材でつくる料理レシピ配布
・男性料理教室のお誘い
・食生活改善推進会のPR

36 男の料理教室
毎月第3土曜日
10：00～12：00

春吉公民館 お問い合わせください。
福岡県調理師連合会事務局
080-9243-0426

受講者の年齢に合わせ、薬膳に近いものを教
えています。

37 ザ料理人講座
不定期で年3回程度
14：30～17：00

食文化スタジオ（福岡市中央
区浄水道2-14）

参加費2000円
要事前予約

西日本佐藤調理師会
092-771-2721（西日本佐藤調理師会　佐藤浩
正）

プロを対象に、旬の食材や郷土料理講座を
行っております。
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1

福岡・朝倉市産の米粉と
福島県産の果実ジャムを
使った親子お菓子作り教
室

11月3日（金・祝）
11月23日（木・祝）
午前の部：10：00～12：00
午後の部：13：30～15：30

福岡タワー１階キッチン
（福岡市早良区百道浜2-
3-26）

参加費１組1000円
※1回あたり定員10組
要事前予約：092-947-
9003

エフコープ生活協同組合
092-947-9003（エフコープ
組合員活動部　阿利浩二）

・福島県、福岡県朝倉市産の農産物など
を使った親子お菓子づくり

2 第28回まつり新宮
11月3日（金・祝）
10:00～15:30

新宮中央駅前　沖田中央
公園（糟屋郡新宮町中央
駅前2-3）

当日、会場へお越しくださ
い。

まつり新宮実行委員会
092-962-0238（新宮町役
場産業振興課）

・農産物販売
・かしわご飯販売
・餅つき

3 地産地消フェスティバル
11月3日（金・祝）
10：00～15：00

JA糸島営農総合センター
及び食育研修センター（糸
島市志摩小富士14-34）

当日、会場へお越しくださ
い。

JA糸島女性部
092-321-5080（JA糸島営
農企画課）

・女性部からの郷土料理振る舞い
・郷土料理「そうめんちり」の販売
・味噌作り体験（要事前予約）
・ジュース飲み比べ競争
・農産物展示
・「食と農」のクイズ

4 ふくおかエコ農産物フェア 11月4日（日）
道の駅むなかた（宗像市
江口1172）

当日、会場へお越しくださ
い。

福岡県食の安全・地産地
消課
09-643-3571

化学肥料と化学農薬の使用量がともに県
基準の半分以下で作られた、福岡県が認
証する「ふくおかエコ農産物」の試食販売
を行います。
「ふくおかエコ農産物」をお買い上げの方
には先着でオリジナルグッズをプレゼント

5
コスモス広場開店15周年
記念感謝祭

11月5日（日）
9：00～12：00（なくなり次
第終了）

コスモス広場（古賀市青柳
658-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

コスモス広場利用組合
092-943-1114

・生産者からのプレゼント
・みかん詰め放題
・コスモスの花を自由にとってもらう
・ポン菓子プレゼント

食育・地産地消月間イベント一覧（福岡）



№ イベント名 開催日時 会場名（住所） 参加方法 主催者名・問合せ先 内容

食育・地産地消月間イベント一覧（福岡）

6 産直マルシェ
11月9日（木）
11月22日（水）
10:00～15:00

福岡赤十字病院（福岡市
南区大楠3-1-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

福岡赤十字病院・三連水
車の里あさくら
0946-52-9300（三連水車
の里あさくら）

・農産物販売

7 第33回まつり古賀
11月12日（日）
9:00～15:00

古賀市役所駐車場（古賀
市駅東1-1-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

まつり古賀実行委員会
092-942-1176（古賀市商
工政策課）

・農産物販売
・餅つき

8
「福岡のおいしい幸せ」大
晩餐会

11月14日（火）
ホテル日航福岡
（福岡市博多区博多駅前
2-18-25）

前売りチケットを購入くださ
い
（１人：5000円）

福岡県食の安全・地産地
消課
092-643-3575

食育・地産地消月間のメインイベントとし
て、福岡県の農林水産物をふんだんに活
用したコース料理でおもてなしします。
生産者が丹精込めて育てた福岡の豊か
な食材のおいしさを最大限引き出すべく、
ホテル日航福岡の中橋料理長自らが特
別メニューを考案。きめ細やかなサービス
とともにご堪能ください。

9
福岡県農林業総合試験場
ふれあいフェスタ筑紫野会
場

11月18日（土）
9:30～15:30

福岡県農林業総合試験場
（筑紫野市大字吉木587）

当日、会場へお越しくださ
い。

福岡県農林業総合試験場
管理部　総務課
092-924-2936

・試験研究内容の紹介・遺伝子暗号クイ
ズ
・昆虫ペーパークラフト・「元気つくし」おに
ぎり試食
・その他、子どもから大人まで楽しく学べ
るさまざまな催し物

10
親子ふれあい食育フェスタ
withアビスパ福岡

11月18日（土）
9：30～13：00（受付9:00
～）

雁の巣レクリエーションセ
ンター（福岡市東区大字奈
多1302-53）

参加費無料
要事前申し込み（申込多
数の場合は抽選）

JA福岡市東部　総合企画
室　　　　　　　　　092-621-
4663

・食育ゲーム
・食農教育講座
・親子ふれあい教室
・豚汁の試食



№ イベント名 開催日時 会場名（住所） 参加方法 主催者名・問合せ先 内容

食育・地産地消月間イベント一覧（福岡）

11
２０１７久山の秋の食フェ
スタ

11月19日（日）
10:00～15：00

久山町役場下駐車場
（糟屋郡久山町久原3632）

当日、会場へお越しくださ
い。

久山町役場魅力づくり推
進課
092-976-1111

食を通して、地域の産物や食文化を感
じ、秋の久山をみんなで楽しむ美味しいイ
ベントです。久山で獲れた新米や新鮮な
野菜、加工品などのお店が町内外から集
まり、軽トラ市スタイルで軒を連ねます。そ
のほか、音楽演奏やふるまいなどのイベ
ントもあります。

12

福岡県水産海洋技術セン
ター　　　　　おめで鯛まつ
り～もっと知ろう「海」と
「川」～

11月25日（土）
9：30～16：00

福岡県水産海洋技術セン
ター（福岡市西区今津
1141-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

福岡県水産海洋技術セン
ター092-806-525

・生きている魚介類とのふれあい（タッチ
ングプール）
・海苔作り体験
・「福岡有明のり」の販売

13 第33回粕屋農業まつり
11月25日（土）、26日（日）
9：30～16：00

JA粕屋（糟屋郡粕屋町大
字大隈1229）

当日、会場へお越しくださ
い。

JA粕屋
092-938-2511

・農産物販売
・イベントステージ
・食事コーナー

14 秋の収穫祭
11月25日（土）、26日（日）
9：30～18：00

愛菜市場（福岡市東区和
白3-27-39）

当日、会場へお越しくださ
い。

JA福岡市東部
092-606-2082（愛菜市場）

・特産品（野菜）の試食会
・野菜等の特価販売
・その他の販売は未定

15
博多じょうもんさん天神市
場

11月26日（日）
10：00～15：00

福岡市役所西側ふれあい
広場（福岡市中央区天神
1-8-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

JA福岡市　総合企画課
092-711-2084

・福岡市内産の新鮮な農産物販売
・飲食コーナー
・ステージイベント



№ イベント名 開催日時 会場名（住所） 参加方法 主催者名・問合せ先 内容

食育・地産地消月間イベント一覧（福岡）

16 ふくおかフラワーフェア
11月25（土）、26日（日）
10:00～17:00

ソラリアプラザゼファ、ライ
オン広場（福岡市中央区
天神２丁目）

当日、会場へお越しくださ
い。

花あふれるふくおか推進
協議会
092-643-3574

・ふくおかの花の展示
・花屋さんによるフラワーデザイン品評会
・花屋さんや高校生による花いけバトル
・こどもアレンジコンテスト
・花とみどりの子ども絵画コンクール作品
展示
・フラワーアレンジ教室

17 筑紫野市食育講演会
11月30日（木）
10:00～

筑紫野市総合保健福祉セ
ンター「カミーリヤ」２階視
聴覚室
（筑紫野市岡田3-11-1）

参加費無料
要事前予約

筑紫野市健康福祉部健康
推進課
092－920-8611

筑紫野市民を対象とした食育講演会で
す。
テーマ　“美味しい”って何だろう？
～弁当の日から学ぶ食育のこと～

18 食育の日活動
毎月19日
15:30～

福津市イオンモール（福津
市日蒔野6-16-1)

当日、会場へお越しくださ
い。

福津市いきいき健康課
0940-34-3351

・食育に関するパンフレット配布
・地産地消の食材でつくる料理レシピ配
布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・男性料
理教室のお誘い
・食生活改善推進会のPR

19 男の料理教室
毎月第3土曜日
10：00～12：00

春吉公民館 お問い合わせください。
福岡県調理師連合会事務
局
080-9243-0426

受講者の年齢に合わせ、薬膳に近いもの
を教えています。

20 ザ料理人講座
不定期で年3回程度
14：30～17：00

食文化スタジオ（福岡市中
央区浄水道2-14）

参加費2000円
要事前予約

西日本佐藤調理師会
092-771-2721（西日本佐
藤調理師会　佐藤浩正）

プロを対象に、旬の食材や郷土料理講座
を行っております。



№ イベント名 開催日時 会場名（住所） 参加方法 主催者名・問合せ先 内容

1 秋の大収穫祭
11月3日（金・祝）～5
日（日）
9:00～16:00

道の駅豊前おこしかけ（豊前市四郎
丸1041-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

道の駅豊前おこしかけ
0979-84-0544

・野菜果物100円均一セール
・ゆず、みかんの袋詰め放題
・京築秋キャベツ販売会

2 ふくおかエコ農産物フェア 11月11日（土）
よってこ四季犀館（京都郡みやこ町
犀川生立54-1）

当日、会場へお越しくださ
い。

福岡県食の安全・地産
地消課
092-643-3571

化学肥料と化学農薬の使用量がともに県基準
の半分以下で作られた、福岡県が認証する「ふ
くおかエコ農産物」の試食販売を行います。
「ふくおかエコ農産物をお買い上げの方には先
着でオリジナルグッズをプレゼント

3
ヘルシーメニューDe食品キャン
ペーン

11月13日（月）～26日
（日）各店舗の営業時
間に準ずる。

各店舗
詳細は各店舗へお問い合
わせをお願いします。

福岡県保険医療介護部
健康増進課
092-643-3269

・ヘルシーメニュー販売
・健康づくりに関する情報提供

食育・地産地消月間イベント一覧（北九州エリア）



№ イベント名 開催日時 会場名（住所） 参加方法 主催者名・問合せ先 内容

1
ヘルシーメニューDe食品キャン
ペーン

11月13日（月）～26日
（日）各店舗の営業時
間に準ずる。

各店舗
詳細は各店舗へお問い合
わせをお願いします。

福岡県保険医療介護部
健康増進課
092-643-3269

・ヘルシーメニュー販売
・健康づくりに関する情報提供

食育・地産地消月間イベント一覧（筑豊エリア）



№ イベント名 開催日時 会場名（住所） 参加方法 主催者名・問合せ先 内容

1 みやま市文化祭
11月4日（土）、5日（日）
9：00～16：00

まいピア高田（みやま市高田町
濃施14）

当日、会場へお越しください。
みやま市役所
0944-64-1523

・女性部によるだご汁、ご飯の販売

2 ふるさとみづま祭

11月4日（土）
10：00～18：00
11月5日（日）
9：00～19：00

水沼の里2000年記念の森（久
留米市三潴町玉満1978）

当日、会場へお越しください。
ふるさとみづま祭実行委員会事
務局
0942-64-2315

・女性部員によるだご汁、おこわの販売
・青壮年部員による鶏のからあげの販売
・餅つき体験・ポン菓子の無料配布

3
うきはの食と農と健康
まつり

11月4日（土）、5日（日）
10:00～16:00

うきはアリーナ（うきは市浮羽町
朝田215）

当日、会場へお越しください。

うきはの食と農と健康まつり実
行委員会
0943-75-4960（うきは市役所
保健課）

・ミネラル野菜の販売
・健康食レシピの配布
・マイ箸作り

4

元気だし！あさくら収
穫祭
朝倉　東峰　筑前　新
米まつり

11月5日（日）
11:00～16:00

みなみの里　芝生広場
（朝倉郡筑前町三並866）

当日会場でチケットを購入してく
ださい。
（１人：1200円）

みなみの里
（0946-42-8115）

朝倉市・筑前町・東峰村の、羽釜炊き新米
ごはんを、小石原焼のお茶碗で食べ比べ
できます。使ったお茶碗はお持ち帰りいた
だけます。

5 第14回JAにじ農業祭り
11月11日（土）、12日
（日）　　9：30～15：30

にじの耳納の里北側駐車場（う
きは市吉井町福益130-1）

当日、会場へお越しください。
JAにじ
0943-75-4121（JAにじ総務課）

・農産物詰め放題
・ステージイベント
・住民参加型イベント

6

第43回ふるさとくるめ
農業まつり
くるめ食育フェスタ2017
（同時開催）

11月11日（土）～11月
12日（日）
10:00～16:00

久留米百年公園・リサーチセン
タービル1階展示場
（久留米市百年公園2432-1-1-
1）

当日、会場へお越しください。

久留米市農政部農政課
0942-30-9163

・地元産品を使った料理体験
・大直売所（野菜、果物、特別栽培米等の
販売）
・バター作り・搾乳体験・フラワーアレンジ
メント体験
・久留米産農産物・加工品の展示・試食・
販売等

食育・地産地消月間イベント一覧（筑後エリア）



№ イベント名 開催日時 会場名（住所） 参加方法 主催者名・問合せ先 内容

食育・地産地消月間イベント一覧（筑後エリア）

7
筑後地区農業祭り
2017

11月12日（日）
9：00～16：00

JAふくおか八女筑後支店駐車
場（筑後市大字上代島1217-1）

当日、会場へお越しください。
JAふくおか八女
0942-53-4811（筑後地区セン
ター営農販売）

・紅白餅投げ
・飲食ブース
・女性部によるだご汁振る舞い
・農産物びっくり値段タイムセール

8
ヘルシーメニューDe食
育キャンペーン

11月13日（月）～26日
（日）各店舗の営業時
間に準ずる。

各店舗
詳細は各店舗へお問い合わせ
をお願いします。

福岡県保健医療介護部健康増
進課
092-643-3269

・ヘルシーメニュー販売
・健康づくりに関する情報提供

9

福岡県農林業総合試
験場資源活用研究セ
ンター
ふれあいフェスタ

11月18日（土）
9：30～16：00

福岡県農林業総合試験場資源
活用研究センター（久留米市山
本町豊田1438-2）

当日、会場へお越しください。
福岡県農林業総合試験場資源
活用研究センター
0942-45-7870

・研究成果の照会
・農林産物のＰＲ、試食（県産きのこや野
菜のピザ作り体験、丸太切り体験等）、工
作（クリスマスリース、木の葉しおり作り）

10 日曜朝市
11月19日（日）
8：30～11：00

犬塚購買店（久留米市三潴町
玉満2396）

当日、会場へお越しください。
みづまの里農産物直売所
0942-64-4373（JAみづま犬塚
購買店）

三潴町管内で採れた新鮮な野菜や「みづ
まの里農産物直売所」会員手作りの加工
品等を販売。その他、鶏の唐揚げや、女
性部「みづまの光グループ」のおこわ等の
販売を行う。

11
ふくおかエコ農産物
フェア

11月23日（木・祝）
道の駅原鶴ファームステーショ
ンバサロ（朝倉市杷木久喜宮
1665-1）

当日、会場へお越しください。
福岡県食の安全・地産地消課
092-643-3571

化学肥料と化学農薬の使用量がともに県
基準の半分以下で作られた、福岡県が認
証する「ふくおかエコ農産物」の試食販売
を行います。
「ふくおかエコ農産物をお買い上げの方に
は先着でオリジナルグッズをプレゼント

12 秋の大収穫祭
11月23日（木）～26日
（日）10：00～15：00

道の駅たちばな（八女市立花町
下辺春315-1）

当日、会場へお越しください。
有限会社道の駅たちばな
0943-37-1711

・ふれあい餅つき
・農産物販売
・だご汁の振る舞い



№ イベント名 開催日時 会場名（住所） 参加方法 主催者名・問合せ先 内容

食育・地産地消月間イベント一覧（筑後エリア）

13

地域農産物を活用した
親子ニコ・ニコ料理教
室
～みんなでやろう　ニ
コ・ニコおむすび大作
戦～

11月25日（土）
10：00～13：00

JA福岡大城　本店敷地内　コス
モス（三潴郡大木町八町牟田
330）

要事前予約
JA福岡大城　女性部
0944-32-1300（大城農協同組
合総務企画部企画管理課）

親子を対象とし、地域で採れる米や野菜
を材料に、バランスのとれた料理教室を実
施。
おかず３品、おにぎりを作ります。
食事会をしながら意見交換を実施。

14
第9回JAくるめ東部支
店収穫感謝祭

11月25日（土）
10:00～14:30

JAくるめ東部支店（久留米市善
導寺町飯田620-2）

当日、会場へお越しください。
JAくるめ東部支店
0942-47-1135

・手料理、地域特産、手芸品の販売
・収穫体験ミニツアー（有料）、当日チケッ
ト販売
・焼き鳥、焼きそば、米、もち米等の販売
・そば手打ち体験
・お楽しみ抽選会、餅まき

15 まるごとみやま秋穫祭
11月25日（土）、26日
（日）
9:30～16:00

みやま市立図書館駐車場周辺
（みやま市瀬高町下庄800-1）

当日、会場へお越しください。
みやま市役所
0944-64-1523

・女性部によるだご汁、ご飯の販売



◇開催期間 当日、会場へお越しください。
◇開催時間 各直売所営業時間
◇実施内容

◇参加方法

◇主催者

福岡エリア 北九州エリア
ＪＡ名 住所 ＴＥＬ ＪＡ名 直売所名 住所 ＴＥＬ

ＪＡ粕屋 粕屋郡志免町田富2-1-1 092-935-2124 やさい畑　おんが店 遠賀郡遠賀町今古賀632-3 093-293-1123
ＪＡむな
か た

ほたるの里 宗像市須恵1-1-18 0940-32-4058 やさい畑　なかま店 中間市中間3-4-12 093-245-0422

ＪＡ福岡市東部 福岡市東区和白3-27-39 092-606-2082 やさい畑　みずまき店 遠賀郡水巻町猪熊1-8-17 093-203-3510

福岡市西区周船寺1-7-1 092-807-3566 かっぱの里　若松店 北九州市若松区大字払川470-1 093-741-6070

福岡市西区福重1-16-6 092-884-3344 かっぱの里　八幡店 北九州市八幡西区馬場山東2-9-7 093-618-0101

福岡市南区柏原1-1-42 092-565-2900 大地の恵み　西中店 北九州市小倉南区徳吉西1-4-11 093-451-5139

福岡市早良区東入部6-18-3 092-872-8558 大地の恵み　門司店 北九州市門司区吉志1-3-11 093-481-1071

福岡市南区的場1-23-23 092-581-0166 大地の恵み　曽根店 北九州市小倉南区下曽根4-23-30 093-471-7827

ＪＡ糸島 糸島市波多江567-1 092-324-3131 ＪＡショップ　結い 北九州市小倉南区横代東町1-6-1 093-962-1943

筑紫郡那珂川町松木1-156 092-952-2971 四季菜館 宮若市本城555-1 0949-33-1015

太宰府市石坂1-22-15 092-921-8600 サングリーン鞍手 鞍手郡鞍手町新延140-2 0949-42-8888

大野城市御笠川1-16-10 092-513-0881 ふれあい市　穂波店 飯塚市椿199-1 0948-21-6088

筑紫野市筑紫613-1 092-919-7117 ふれあい市　飯塚店 飯塚市川津422 0948-22-5685

ＪＡたがわ 来てみんねかながわ 田川市夏吉1770-3 0947-46-1273

久留米エリア ふれいあい市場　苅田店 京都郡苅田町京町1-12-1 093-436-1040

ＪＡ名 住所 ＴＥＬ ふれいあい市場　今川店 行橋市天生田流レ998 0930-24-2442

朝倉郡筑前町東小田1650-1 0946-42-0437 ふれいあい市場　延永店 行橋市大字中津熊481 0930-25-3017

朝倉市屋永4334-1 0946-21-0800 ふれいあい市場　今井店 行橋市大字今井1270-1 0930-20-8057

ＪＡにじ うきは市吉井町福益130-1 0943-75-8111 採れたて市場　美夜古かつ山 京都郡みやこ町勝山箕田1302 0930-32-2931

ＪＡみい 小郡市上岩田1076-1 0942-72-8866 築城地区　ふれあい市 築上郡築上町大字築城234-1 0930-52-0222

久留米市東櫛原町700-1 0942-36-5681 椎田地区　ふれあい市 築上郡築上町大字椎田920-1 0930-56-2271

久留米市御井町2176-1 0942-41-0882 豊前ふれあい市場 豊前市大字八屋1776-5-2 0979-82-8783

ＪＡみづま 久留米市三潴町玉満2396 0942-64-4373 築東地区　ふれあい市 築上郡吉富町幸子475 0979-25-3570

ＪＡ福岡大城 三潴郡大木町横溝1331-1 0944-75-2153

八女郡広川町大字新代1967-1 0943-32-5311 ※ＪＡグループ福岡のエリア区分で掲載しています。

筑後市大字前津503-1 0942-54-7755

ＪＡ柳川 柳川市金納551-7 0944-74-2025

ＪＡみなみ筑後 大牟田市大字田隈767-1 0944-55-2282

11／1（水）～11／30（木）

下記、ＪＡ運営の農産物直売所（48か所）で来店者アンケートを実施。アンケートに回答さ
れた方を対象に、抽選で福岡県下ＪＡグループの特産品セットが当たります。
直売所に置いているアンケート用紙に回答し、設置されている応募箱に投入。（アンケート
用紙がなくなり次第終了します。）
ＪＡ福岡中央会（092-711-3911）

ＪＡ直鞍

ゆめ畑　大野城店

ゆめ畑　筑紫野店
ＪＡふくおか嘉穂

直売所名

くるるん夢市場

ＪＡふくおか八女
どろや

ふれあいの里

ＪＡ北九

愛菜市場

ＪＡ福岡
市

博多じょうもんさん　周船寺市場

博多じょうもんさん　福重市場

博多じょうもんさん　花畑市場

博多じょうもんさん　入部市場

博多じょうもんさん　曰佐市場

伊都菜彩

ＪＡ筑紫

ゆめ畑　那珂川店

ゆめ畑　太宰府店

直売所名

ＪＡ福岡京築

ＪＡ筑前あさくら
旬菜ひろば　とまと

きばる農産物直売所

にじの耳納の里

めぐみの里

ＪＡくるめ
くしはらの里

食ＪＡＮ市場

みづまの里　農産物直売所

よらん野

愛菜館

ふれ愛の里

★ＪＡ農産物直売所★ 第８回直売所へ行こう（秋の収穫感謝祭）



 

「食育・地産地消月間」×「ふくおか地産地消応援の店」 

 

 店舗名 タイアップメニュー メニューの紹介 所在地・連絡先 

 
ホテルニュー 

オータニ博多 

レストランにより異

なる 

各レストランで

県産食材をふん

だんに使用し、

シェフたちが腕

を振るいます 

福岡市中央区渡辺通 1-

1-2 

℡：092-714-1111

（代） 

  筑前町ファーマ

ーズマーケット

みなみの里 

栗ごはん 

（2８0 円／税込） 

筑前町産のお米

（夢つくし）、

栗を使用 

筑前町三並 866 

℡：0946-42-8115 

  農園野菜と大地

の恵み となり

のグリル 

福津野菜たっぷり農

園のチーズフォンデ

ュ 

（小 680 円、大

1,180 円／税抜） 

じゃがいも、か

ぼちゃ、しめ

じ、トマトなど

季節の野菜 

 福津市花見が浜 

2-7-13 

℡：0940-72-4200 

  春日食堂 野菜たっぷり！健康

定食 

（880 円／税込） 

県産の野菜や魚

介類を使った定

食 

 春日市春日原北町 

3-58-1 

℡：092-588-4567 

福岡県では、福岡県産農林水産物を積極的に使用する飲食店を『ふくおか地産地消応援の

店』として認定しています。１１月の「食育地産地消月間」中、県産食材を使ったおすす

めメニューを提供中です。皆様のご来店お待ちしております。 

※提供期間は店舗によって異なります。 



  

四季百膳ほもり 和風ビュッフェ 

（中学生以上：

1,000 円／税込） 

地元の野菜や魚

介類を使った料

理 

 糸島市志摩桜井 2431-

1 

℡：092-327-0038 

 

欧風キッチン・

ビストロリュバ

ン 

レディースランチ 

（1,600 円／税

別） 

筑前町産のクロ

ダマル大豆を使

ったランチ 

 筑前町栗田 2659-1 

℡：0946-22-8451 

 

お問い合わせ先 

福岡県農林水産部食の安全・地産地消課 ℡：092-643-3575  

URL: http://f-ouen.com   
福岡のおいしい幸せ 検索 

http://f-ouen.com/

