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久留米市イメージキャラクター
　11月20日、市内ホテルで久留米市雇用優良事業所と技能奨励者を表彰しました。
　雇用優良事業所は、障害者雇用や仕事と家庭の両立支援、女性労働者の積極的活
用で他の模範となるような取り組みを行っている事業所を対象に、3事業所の表彰
を行いました。
　技能奨励者は、優れた技能を有し、技能者の社会的、経済的地位の向上と地域産
業の発展に寄与していると認められる労働者に称号を贈るものです。今年度は、技
能功労士10人、技能優秀士5人、青年技能優秀士3人の合計18人を表彰しました。
（詳細はＰ２～Ｐ5をご覧ください。）
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喜多村石油株式会社
～仕事と家庭の両立支援モデル事業所～

　「社員が元気じゃないと会社も元気にならない。

社員には“にこにこワクワクした人生”を送っても

らいたいから、その社員を支える家族も大切にして

いきたいと思っています。今後は女性の視点やアイ

デアを活かし、もっと会社で活躍してほしいです」

と話すのは、喜多村浩司社長。“社員が働きやすい

環境をつくる”という会社の姿勢が、社員同士の細

かい配慮にもつながっています。

取組内容取組内容

●　育児休業復帰後の育児時間取得や短時間勤務制度の導入

●　子どもが病気のときなどに、遅出・早退できる臨機応変な勤務体制

社員が元気で働きやすい環境づくり

職場は和やかな雰囲気で、笑顔が飛び交います

喜多村石油株式会社
～仕事と家庭の両立支援モデル事業所～

西日本エリートスタッフ株式会社
～女性労働者活躍推進事業所～

　「派遣先の職場はどうしてもオフィスワークが多

く、女性が多い職場となります。それを応援してい

く私たちの会社もまた女性が活躍している職場で

す」と話すのは、能塚公子取締役業務部長。

　職場では元気に楽しく、そして健康的に過ごし

ていただきたいという想いのもと、派遣登録され

ている多くの就職希望者の自立支援のため、会社

にはキッズスペースの完備に加え、保育士も常駐

し、ＯＡトレーニングやキャリアカウンセリング

などの各種セミナーやトレーニングも積極的に開

催しています。

取組内容取組内容

●　管理職４人のうち２人が女性　※女性管理職割合50％

●　「社員の意欲と能力が会社を発展させる」という経営理念のもと、

　　男女の区別なく人材育成や研修を推進

女性の目線で就職を応援していく

スタッフ同士で支え助け合う、和やかなオフィス

西日本エリートスタッフ株式会社
～女性労働者活躍推進事業所～
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努めるとともに、

後進の育成に寄与する人

技能優秀士技能優秀士

浅田幸弘さん
（57）

岡田光彦さん
（79）

左官職
浅田左官
41年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

田中正男さん
（65）

内装仕上工
久留米装飾
48年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

船木　浩さん
（54）

パン製造工
㈱ふなき製菓
31年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

理容師
理容おかだ
54年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

末安恵子さん
（60）

ゴム製品製造工
㈱ムーンスター
44年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

藤田義光さん
（62）

造園工
㈲ふじた造園
39年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

小山美樹さん
（44）

美容師
ユニー美容室
25年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

早瀨智宏さん
（44）

舞台照明技術者
㈱西日本企画サービス
25年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

二俣啓二さん
（56）

造園工
㈱万代園
37年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

下川博己さん
（64）

大工職
下川建設
47年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

塚本治重さん
（61）

塗装工
塚本塗装店
38年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

古賀博昭さん
（59）

革靴製造工
㈱アサヒコーポレーション
40年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

江頭昭一さん
（61）

菓子製造工
水月堂提匠庵
42年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】
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○内容、日時　
　①平成２7年２月１２日（木）9：30～17：00（基礎編）
　　◇キャリア論、自己分析
　　◇働く女性のためのキャリアアップ講座
　　　リーダーシップ

いずれも、場所　
　えーるピア久留米　210・211研修室
講　師　㈲サイズ・コミュニケーションズ
　　　　高見真智子氏

柳　明さん
（58）

丸山泰明さん
（55）

貴金属装身具製作技能士
柳貴金属工房
31年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

石原昌子さん
（36）

ゴム製品製造工
日米ゴム㈱
18年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

神代滋之さん
（38）

ビルクリーニング技能士
明星ビルサービス㈲
19年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

調理師

36年

【職　種】
【勤務先】

【経験年数】
㈱ジョイ・コーポレーション

加藤伸子さん
（34）

久留米絣工
松枝織物
13年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

働く女性のためのキャリアアップ講座　参加者募集

　久留米市仕事と子育て両立支援推進会議は、11月26日、『選ばれ
る企業になるために～勝ち残る人事戦略～』をテーマにセミナーを
開催しました。
　講師の東レ経営研究所研究部長　渥美由喜氏は、人事戦略として
のワーク・ライフ・バランスの経営効果、中小企業のメリットを生かし
た成功するポイントとして「従業員の距離が近いので、従業員ととも
に課題解決をする」「機動性・柔軟性でトライ・アンド・エラーを恐れな
い」ことなどを分かりやすく伝えました。

男女がともに仕事と子育てを両立できる環境づくりを目指して

労政課 0942-30-9046　 　0942-30-9707問 Ｆ

労政課 0942-30-9046　 　0942-30-9707問 Ｆ

　久留米市は、働く女性を対象に、意欲とやりがいをもって働き続けることのできる労働環境づくりをテ
ーマに女性労働者の活躍促進事業として講座を開催します。是非、ご参加下さい。

○内　容　女性や多様な社員の活躍を組織の力に
　　　　　～女性社員を伸ばすヒント～
○日　時　平成２7年１月２３日（金）１３：３０～１６：３０
○対象者　経営者及び人事労務担当者

（１）女性労働者活躍推進セミナー　

（２）働く女性のためのキャリアアップ講座

②平成２7年３月４日（水）9：30～17：00（応用編）
　　職場の問題解決を促進する
　　ファシリテーション研修
○対象者　市内企業で働く女性（５０歳未満）

青年技能優秀士青年技能優秀士

中小企業のメリットを語る講師の渥美氏

若くして優れた技能を有し、
技術向上、

職種発展に努め、
将来を嘱望される人

若くして優れた技能を有し、
技術向上、

職種発展に努め、
将来を嘱望される人
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商工政策課 0942-30-9133　 　0942-30-9707問 Ｆ

（公財）福岡県中小企業振興センター 092-622-6680　 　092-624-3300問 Ｆ

　久留米市は、久留米商工会議所が主催する創業塾を支援し、新たに起業や創業する人を応援して
います。今回は塾の卒業生で、社会保険労務士事務所を開業した大月規雄さんに話を伺いました。

　久留米広域定住自立圏は、地場の中小製造業の受注機会の拡大、販路開拓などによる地域産業の
活性化を図るため、久留米広域商談会を開催します。商談会では、発注企業と受注企業による個別面
談（1面談あたり25分間を予定）を実施します。
　県内・県外から発注企業約40社が一堂に会します。この機会に様々な企業と商談して、新たな取引
先を開拓してみませんか。

《紹介した事業所》
大月社会保険労務士事務所

南1―14－27―301
　　 0942-35-2202

　約20年間、会社勤めをしてきましたが、一生働くことができる職業を
考えた時、労使にとって身近な存在である法律の専門家「社会保険労務
士」に興味を持ったのがきっかけです。

◆創業しようと思ったのは？

　「創業」という同じ志を持った仲間が出来たことです。業種は違ってい
ても、同期であれば、さまざまな悩み事を打ち明ることができます。

◆創業塾を受講してよかったことは？

　経営者の一番身近な存在でありたいと思っています。雇用する上で、さまざまなトラブルが生じてしまいが
ちですが、企業が末永く発展していくために、アドバイザーとしてサポートしていきたいです。

◆これからの抱負を

　現在、公的機関の労働相談員として、多くの相談を受けています。
その経験から、その会社に合った労務管理のアドバイスやトラブルの
予防策を提案しています。また、雇用関係助成金の申請手続きのサポ
ートは経営者の方々に大変喜んで頂いています。

◆貴所のサービスポイントは？

「大月社会保険労務士事務所」を開業した大月さん

平成25年度の久留米広域商談会の様子

創業塾で夢をカタチに

久留米広域商談会の参加企業を募集

○開催日　平成27年2月14日（土）、15日（日）、21日（土）、22日（日）10:00～17:00
○対　象　新規開業を予定している方　　○場　所　久留米商工会議所
○受講料　4,000円（税込）
○問合せ先　久留米商工会議所　経営支援課

○開 催 日　平成27年1月29日（木）　13：00～17：00
○会　　場　久留米リサーチセンタービル（久留米市百年公園1－1）
○対　　象　機械金属製造業
○募集締切　平成27年1月9日（金）まで
○発注企業　王子エンジニアリング㈱、パロマ㈱、岡野バルブ製造㈱
　　　　　　ヒルタ工業㈱など約40社を予定
　　　　　　※発注企業は、変更になる可能性があります。

0942-33-0213　 　0942-33-0933Ｆ

第50回創業塾のお知らせ

大月社会保険労務士事務所
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　久留米商工会議所や各商工会、久留米市で構成する久留米市海外ビジネス推進検討会は、
市内企業の海外への販路開拓などの海外ビジネス展開を支援するため、海外ビジネスコーデ
ィネーター制度を創設しました。

海外ビジネスコーディネーター制度を創設

観光・国際課 0942-30-9137　 　0942-30-9707問 Ｆ 日本の製品は根強い人気があります

幅広いメニュー 海外見本市等への出展時に利用可能

　今回新たに設けた同制度では、海外での市
場調査からビジネスマッチングまで、幅広く
支援を行います。具体的には、次のようなメ
ニューがあります。
●現地ニーズ、法規制などの調査
●商談企業、バイヤーのリストアップ
●現地での案内・同行
●現地企業との商談機会の手配
●商品開発のアドバイス　など

　久留米市が実施している「海外見本市等出展補
助事業」と併用でき、海外での食品見本市などに出
展した場合に、見本市に参加していない現地企業と
の商談の手配などを依頼することができます。

　久留米市は、新事業展開や生産性の向上、新製品の販路開拓などに取り組む事業者に対し、
500万円を上限にその経費の一部を補助しています。今回は、本補助金を活用し、古くからの技
法を使った高品質な染物の製作、また、染物の魅力を発信している取り組みを紹介します。

商工政策課 0942-30-9133問 0942-30-9707Ｆ

《紹介した事業所》
高良川　染元　福田屋染物店

野中町845-3
　　 0942-32-9657

久留米まち旅博覧会での染物体験の様子

　高良川　染元　福田屋染物店は、文字や紋章などを染
め付けた旗や幕、のれん、のぼりなどの印染製品を受
注、製作、納品してきました。製作に専念してきたこと
に加え、低価格競争、他業種の参入などにより、自店の
魅力を発信する必要性を感じていました。
　そこで、本補助金を活用し、江戸時代から伝わる天然
の染材のみを使った天然正藍染の技法などを習得、自店
で継承してきた手染め技術と合わせた商品開発を行い、
展示会への出展、販売を新たに始めました。
　また、ワークショップの開催などで染物体験の場を提
供し、イラストレーターなどと共同で久留米の特産品を
テーマに手ぬぐいの製作、販売を行うなど、染物の魅力
を多くの方に発信しています。
　染職人の福田隆雄さんは、「今後も古くから受け継が
れてきた染の技術を活用し、現代の技術や発想と組み合わせることで、ものづくりを身近に感じてもら
う機会をつくり、地域の魅力とともに、染物の魅力を多くの方に伝えていきたい」と、決意を新たにし
ており、今後ますますの事業の発展が期待されます。

伝統的技法を活かした商品開発 高良川　染元　福田屋染物店
ものづくり補助金事業
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　近年、パワハラという言葉が注目されるようになりました。パワハラとはパワーハラスメントのことで、
職務上の優位性を背景にして、本来の業務を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、労働
者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えることです。今回は、パワハラの判断基準について紹
介します。ぜひ、これを参考に働きやすい環境づくりを行っていきましょう。

　久留米市は、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性
と能力を発揮することができる「男女共同参画社会」の実現を目指して、次のような取り組みを行って
います。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

商工政策課 0942-30-9133　 　0942-30-9707問 Ｆ

【判断基準】
1. 身体的な攻撃（暴行、傷害）　　　　　 　5. 能力や経験とかけ離れた軽度の仕事を命じる・
2. 精神的な攻撃（脅迫、侮辱）　　　　　　　仕事を与えない
3. 人間関係からの切り離し（無視）　　　  6. 私的なことに過度に立ち入る 
4. 過大な要求（不可能なことの強制） 

①　政策・方針決定過程への女性の参画の促進
②　雇用の分野での男女の均等な機会と待遇の確保

③　商工自営業における女性の活躍支援
④　家庭や地域活動における男女共同参画の促進

職場のパワハラを考える

男女共同参画社会の実現に向けて

労政課 0942-30-9046　 　0942-30-9707問 Ｆ

問

ＵＲＬ

　久留米市一番街多目的ギャラリーは、市民活動や市民文化の発表の場です。お気軽にお立ち寄
りください。また、商品の宣伝・販売もできますので、ぜひご利用ください。

開館時間：10時～19時
日　　　程 催　事　名

◆1月～3月開催の催事◆

※上記催事予定表は、11月18日現在の決定分であり、
　変更になる場合があります。
　また、ギャラリー使用の予約状況の確認や申込みに
　ついては、下記にて受け付けています。

久留米市一番街多目的ギャラリー

0942-39-3030

http://ichi-gal lery.jp/

Ｆ

日吉町

日吉町
交番

日吉町交番

明治通り

一番街商店街

池町川

東町公園

至
西
鉄
久
留
米
駅

至
六
ツ
門

一番街多目的
ギャラリー

1/　6（火）～12（月・祝）
1/14（水）～18（日）
1/20（火）～25（日）
1/27（火）～2/1（日）
2/　3（火）～8（日）
2/10（火）～15（日）
2/17（火）～22（日）
2/24（火）～3/1（日）
3/　3（火）～8（日）
3/10（火）～15（日）
3/17（火）～22（日）
3/24（火）～29（日）
3/31（火）～4/5（日）

祖母と孫の二人展
久留米大学 附設中学・高等学校 美術展
冨安 辰行　油絵画展
第34回　水墨画　心象会展
手作り三人展
春の足跡2
宮崎 優香作品展
第１２回 野の花・山の花 写真展
川嶋 聖子作品展
久留米広域消防本部　防火ポスター展　　
サトウ イワオ親子展
春の宴展
日本水彩 久留米支部展

久留米市一番街多目的ギャラリーのご案内
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労政課 0942-30-9046　 　0942-30-9707問 Ｆ

　相談窓口（久留米市農商工連携会議事務局）
　商工政策課　　　　0942-30-9133
　農政課　　　　　　0942-30-9163
　久留米商工会議所　中小企業相談所
　　　　　　　　　　0942-33-0213
　久留米市農業協同組合　農業振興課
　　　　　　　　　　0942-35-9901

●　○○町のどの辺りですか、家はどの辺にありますか
●　あなたの住んでいる地域は、どんな環境ですか
●　そこは、昔からある地区ですか
●　あなたの親の出身地（実家）はどこですか、あなたの生まれたところはどこですか
●　家の近くで目印となるものは何がありますか

本籍、住所等に関する質問について　

○出　展　筑後の酒振興委員会（全１８酒蔵）
㈱いそのさわ、井上㈴、菊美人酒造㈱、㈱喜多屋、㈾後藤酒造場、㈱高橋商店、鷹正宗㈱、
千年乃松酒造㈱、㈱花の露、飛龍酒造㈱、瑞穂錦酒造㈱、目野酒造㈱、㈱杜の蔵、森山酒造㈱、
㈴山口酒造場、山の壽酒造㈱、㈾若竹屋酒造場、若波酒造㈴

　10月25日（土）と26日（日）に東町公園で
「筑後ＳＡＫＥフェスタ2014」が開催されま
した。好天に恵まれ、2日間で1万4千人の方
が来場し、筑後地域18酒蔵自慢の約100種類
の日本酒を楽しみました。
　郷土料理やおつまみなども充実し、また、
酒蔵にまつわる品のオークションも行われ、
あちこちで歓声があがっていました。

　11月に、市内の4商工団体、5農業協同組合及び久留
米市で組織する久留米市農商工連携会議を開催しまし
た。この会議は、地域の資源を有効に活用するため農
業者と商工業者が連携し、お互いの技術やノウハウを
持ち寄り、新しい商品の開発や販路の拡大などへの取
り組みを推進するものです。
　今回は、「久留米産肉用牛販路拡大」や「バニラビ
ーンズ」といった各プロジェクトの取り組み状況など
が報告されるとともに、新たに農商工連携による「見
本市」を開催することとなりました。
　なお、この会議では、農商工連携に関する相談窓口
を設置しています。相談の内容に応じて、農業者や商
工業者の紹介、国の支援事業の紹介などを行いますの
で、お気軽にご相談ください。

　面接試験は、応募書類等に記載されている事項以外のことについて知ることができる利点を持つ反面、
質問内容によっては、基本的人権の侵害や就職差別につながるおそれがあります。質問内容には十分
注意しましょう。

問 筑後ＳＡＫＥフェスタ実行委員会事務局（地場産くるめ） 0942-43-10200942-44-3700 Ｆ

～１万４千人が来場～

　好きなお猪口と巾着を選び･･･

　農商工連携会議開催の様子

約100種類の日本酒を求めて･･･

農商工連携で新たな取り組みを考えてみませんか農商工連携で新たな取り組みを考えてみませんか

公正な採用選考～面接試験編～公正な採用選考～面接試験編～

本籍や住所について詳細に尋ねたり、「通勤経路の把握」という理由で「住所の略図」を書かせたり
することは、選考段階では必要なく、身元調査につながるおそれがあるため、気をつけましょう。

不
適
切
な
質
問
例

問

筑後ＳＡＫＥフェスタ２０１４筑後ＳＡＫＥフェスタ２０１４
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　創業に際して、「事業計画の立て方がわからない」「資金を調達したい」など、色々な疑問や課題が出て
くると思います。
　久留米市は、創業に関する様々な疑問・課題を解決するための“初めの一歩”となるワンストップ相談窓
口を設置しています。
　この相談窓口では、みなさんの相談内容に応じて、市や市内各支援機関が提供する最適なサービスへとつ
なぎ、創業をお手伝いします。
　ぜひ、お気軽にご相談ください。

合同会社説明会の参加事業所を募集します！

Ｏ２Ｏで誘客を

○日　時　平成２７年２月１８日（水）　１３：００～１６：００ 
○会　場　ハイネスホテル・久留米　 
○対　象　平成２７年度に正社員の採用を予定している事業所

○日　時　平成27年3月6日（金）18：00～21：00
○会　場　久留米ビジネスプラザ　D会議室
○定　員　40名

○場　　所　久留米市役所11階　商工政策課内
○受付時間　8:30～17:15
○事前申込　不要

オーツーオー

　久留米市は、就職を目指す学生等の就職支援、地元企業の人材確保を目的に合同会社説明会を行います。
現在、この会社説明会に出展する事業所を募集しています。なお、申し込みいただいた企業の中から、業種
や職種等のバランス等を考慮し、参加企業を決定いたします。

　小規模店舗でも取り入れやすい、インターネットを活用した誘客ツール
Ｏ２Ｏを紹介するセミナーを開催します。
　Ｏ２Ｏ（オンライン ・ ツー ・ オフラインの略）とは、インターネット上の
サービスを、実店舗での誘客・売上げアップにつなげる仕組みのことです。
　近年の消費動向においてインターネットは最も有効な手段となってい
ます。このＯ2Ｏセミナーで新たな誘客手法を学びませんか？

輸出物品販売場（免税店）制度が改正

「創業したい」方を支援します

　外国人旅行者への免税販売について、食品類や消耗品類などが新た
に対象となり、多くの小売店が免税店となることができるようになりま
した。また、5千円を超える販売額から対象となり（上限50万円）、免税対
象が大幅に増えています。
　なお、免税販売には税務署長の許可が必要であり、パスポートの確
認や購入記録票の作成など一定の要件が定められています。

久留米市合同会社説明会事務局（㈱キャリア・リード内） 0942-35-3340問

申 ㈱久留米ビジネスプラザ 0942-31-31070942-31-3104 Ｆ

0942-35-3395Ｆ

観光・国際課 0942-30-9137　 　0942-30-9707問 Ｆ

商工政策課 0942-30-9133　 　0942-30-9707問 Ｆ syoko@city.kurume.fukuoka.jp

食品も免税の取扱いできます。





環境に配慮し、再生紙及び
大豆インキを使用しています。
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　使うほどに肌に馴染む着心地のよさや、プリントでは表現できない柄の味わい深さで多くのファン
を持つ久留米絣。その魅力満載の「藍・愛・で逢いフェスティバル」を３月に開催します。

　久留米市の空き店舗対策補助制度を活用し、中心市街地の二番街商店街に、イギリス生まれのチャリ
ティ・ショップ「オックスファム・ショップ」がオープンして１年が経ちました。東京吉祥寺店に次ぐ
日本第２号店です。今回は、ショップ・国際ボランティアについて森店長に話を聞きました。

久留米絣協同組合問 0942-44-3701　 　0942-44-3705Ｆ

商工労働ニュース Vol.35(2014冬)

「木匠」(もくたくみ)を開発

　久留米市や広川町、筑後市の織元や問屋など28店が一堂に会し、久留米絣の反物や和・洋装品、
手工芸用の端切れなどを割安な価格で販売します。また「久留米絣ファッションショー」や「2015
久留米絣新作発表会」、絣干支「未」の手織り体験教室、久留米絣着用の方の無料記念撮影会
など、さまざまなイベントの準備を進めています。
　当日は、久留米市の姉妹都市である福島県郡山市の観光物産フェアも開催されます。
　ぜひ、皆さんでお誘いあわせのうえ、ご来場ください。

『藍・愛・で逢いフェスティバル』を開催

オックスファム・ショップ久留米二番街店

商工労働ニュース2014
冬号　12月18日発行

商工労働ニュースに関するご意見・ご要望・お問い合わせは
〒830-8520　久留米市城南町15-3　　　　　　FAX０９４２-３０-９７０７(両課共通)

TEL０９４２-３０-９０４６
E-mail:rousei@city.kurume.fukuoka.jp

TEL０９４２-３０-９１３３
E-mail:syoko@city.kurume.fukuoka.jp

久留米市労政課

久留米市商工政策課

…問い合わせ先 …申し込み先・問い合わせ先 …電話 …ＦＡＸ …ホームページアドレス …Ｅメールアドレス問 申 Ｆ ＵＲＬ

収益は途上国支援に

◇なぜ、２号店を久留米に

　運営に久留米大学ボランティアサークルの学生や地域
の皆さまのご協力があることがきっかけです。

◇今、力を注いでいることは

　シリアなどの紛争地域における難民の支援やエボラ
出血熱への支援などに取り組んでいます。

◇皆様へのお願い

　使っていない食器等のご寄付も、ショップでいつでも
受け付けていますので、よろしくお願い致します。

◇お店のアピールポイントは

　皆さまからご寄付いただいた食器や雑貨、フェアトレ
ードの美味しいコーヒーやチョコレートなどを販売し、
収益を途上国支援に活用するチャリティ・ショップです。
　国内外の様々な商品がお手頃価格で揃っていますので、
楽しくお買物をしながら途上国を支援できます。

商工政策課 0942-30-9133問 0942-30-9707Ｆ

オックスファム・ショップ久留米二番街店

営業時間／11:00～18:00　
　　　　　日･祝日は17:00まで
定　休　日／月曜

六ツ門町21-2-1　　 0942-31-8325

ファッションショーの様子

店舗の様子

○日　時　平成27年3月21日（土）・22日（日）
　　　　　10:00～17:00
○場　所　地場産くるめ(久留米市東合川15-8-5)
　　　　　※ＪＲ久留米駅　　西鉄久留米駅　　会場　
　　　　　　の無料送迎バスを運行します。
○入場料　無料
○主　催　藍・愛・で逢いフェスティバル実行委員会　
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