原点

スイーツドームに３万人の来場

上野焼企画に県外からも応募殺到

2015.10.24～25 関東圏からのツアーが組ま
れ、町内のボランティアが案内。また福智の温
泉や飲食店のお得なクーポン券付「福得本」を
来場者に配布し、地域活性化につなげました。

2013.10.5～6 多くの協力を得て「福智スイー
ツ大茶会」として初開催。36 店が集結。金田
ドーム内に上野焼ブースや茶席を設けた福智
ならではの空間に2日間で3万人が訪れました。

2012.3.3「食と器と音楽の出会い」をテーマ
に保健センターで開催。茶席のほか、定員の
8倍の応募があったランチショーでも上野焼
をプレゼント。
「方城すいとん」を初お披露目。

コラボ企画

6 th

4th

ケ

FUKUCHI FIND FESTIVALと
して

関東圏からのツアーが実現

地元スイーツ
と上野焼 の

3

3 rd

ワ

5th

福智史上
初
３万人超 ！
の
来場者数

スイーツ大茶会に
行きたくなる
理由

History since2012

今年も過去最多を更新。
県内から もの店舗が出店！

童謡作曲家の生誕地にふさわしく
会場のムードは福智町音楽祭 が演出。

売り切れ必至、毎年好評

上野焼コラボ企画 が数量アップ。

詳細は
P.４～９
で

多くの人に足を運んでもら

うためには、他と同じではな

く「ここにしかない」という魅

力が価値を高めます。福智ス

イーツ大茶会の原点「フクチ・

ファインド・フェスティバル」

は、福智で育まれた「食」
、町

が誇る「器」
、河村光陽の生誕

地 として醸 成 された「 音 楽 」

という福智ならではの魅力を

融合させたイベント。年々ス

ケールアップしながら回数を

重ね、着実にイベントと町の

認知度を高めています。

茶陶として栄えた上野焼の

里・福智で、茶席に欠かせな

い茶菓子〝スイーツ〟にスポッ

トを当てて５年。平成の大茶

会は、今年、さらに進化を遂

げてみなさんをお待ちしてい

ます。福智町でしかできない

一期一会のおもてなし空間を、

ぜひお楽しみください。

▶ 持ち運びやすいＢ5版パンフレッ
トは公共施設等に設置しています。
町の公式ホームページやFacebook
にも掲載しています
のでご覧ください。

甘党ではない人も行きたくなる。
福智町の新たな特産品 を発 表 ！

な らではの魅力を融合した茶陶と童謡の里の大茶会

多くのリクエストにお応えした

グルメストリート を楽しもう！

今年で５年目の節目を迎えた

「福智スイーツ大茶会」
。人口約

２万３千人の町に、毎年３万人を

超える人が県内外から金田ドーム

を訪れています。福智のまちづく

りの大きな柱となったこのイベン

トのポイントや魅力を、今年の内

容と合わせてお知らせします。

「食」
「器」
「音楽」
という福智な
らではの魅力を発見・体感で
きる2日間。県内外から3 万
人以上が訪れ、スイーツイベ
ントとしては九州最大規模。

進化し続ける町のシンボルイベント

５年目を迎えた
福智スイーツ大茶会
その変遷と成果

Fukuchi Find Festival
福智スイーツ大茶会

57

2nd

多彩なコラボで魅力の相乗効果

ふくちカフェを２日間限定オープン

ふくち☆リッチジェラートを発表

2016.10.22～23 温泉入浴券と特産品を特典
にした乗り放題切符「へいちくコラボきっぷ」
を販売。年々イベントの知名度が高まり、計 9
番組のTVやラジオでも魅力を発信しました。

2014.10.4～5 出店舗数が40店を超え九州最
大規模のスイーツイベントに発展。各地での
PRも効果を表し、県内外から3 万人以上が
来場。限定オープンの「ふくちカフェ」
も盛況。

2012.10.20～28 2 週にわたり上野の里ふれ
あい交流会館で開催。ビールに合う逸品やビ
アカップが大好評でした。また、新たな特産
品としてジェラートを発表。1万 5 千人が来場。
今回初出店
「たらし屋吾助
（福岡市）
」
の
「極上冷やしみたらし」
。
もはや串にさせない職人手仕込みの柔らかさ
（数量限定）
。

2

︱福岡市博多区︱

LA VIE EN ROSE
（ラヴィアンローズ）

︱遠賀町︱

マキ・マキ屋

︱大野城市︱

バニラの実

ふくちカフェ

ここでしか味わえない香りとコク

︱福岡市中央区︱

︱糸田町︱

︱北九州市門司区︱

たらし屋 吾助

ケーキハウス

菓子工房

ボヌール

メルヘン

︱直方市︱

菓子工房

irotoridori
（イロトリドリ）

２日間限定！県内 57店の名菓が大集合

マカレア

ロールケーキ

︱福岡市博多区︱

ラ・フェ・ブルー

千代の華おとこシュー

︱八女市︱

隆勝堂

茶福雲

りんごパイ

︱北九州市門司区︱

和菓子 なごし

メルヘンスペシャル

︱嘉麻市︱

︱行橋市︱

︱福岡市中央区︱

マヌカンピス

フランス菓子

TARTE ＆SWEETS

ケーキ屋 SUN

菓匠 熊久

田川店

和風パフェ

16 区

2日間限定オープンの「ふくちカフェ」では、
香り高い「福智ブレンド」をご提供します。
焙煎は 2013 年にフランスで開かれた焙煎
技術の世界大会で世界一の栄冠を手にした
「豆香洞コーヒー
（大野城市）
」の後藤直紀さ
ん。毎年イベント終了後に問い合わせをい
ただく自慢のコーヒーです。
この機会にぜひ！

マロンパイ

︱福岡市中央区︱

メゾンカイザー

クロワッサンなど

︱北九州市小倉北区︱

フランス菓子

果摘

抹茶栗ロール

︱福津市︱

︱苅田町︱

︱香春町︱

︱行橋市︱

パティスリー

チョコレート
ショップ

桜のキャトル

カフェ
コテツクン

ブッシュ

菓子工房

お菓子のリーフ

マルシェ

黒糖かりんとシュー

ESPOIR

（エスポワール）

寒北斗ガトーショコラ

︱福岡市中央区︱

山田饅頭本舗

パティスリー

13種のフレーバーを特別販売

NEW

福智ブランドとして定着した濃厚
な口どけの「ふくち☆リッチジェ
ラート」
。筑豊の特産とコラボした
新フレーバーもお試しください！

マロンタルト／アップルパイ

︱福岡市博多区︱

︱中間市︱

福智ブランドファクトリー

麩まんじゅう

菓子工房

オヤマダ

︱飯塚市︱

パティスリー

タルト・マロン

チーズブッセ

︱直方市︱

pâtisserie

フランス菓子

山田饅頭

（サン）

魅惑の逸品スイーツが
福智にズラリ

スイートポテト

︱田川市︱

︱福岡市城南区︱

パティスリー ボン

F

（エフ）

果麻タルト

︱嘉麻市︱

NEW

くるみと塩キャラメルのロール

ブリュレ

︱福岡市中央区︱

︱福岡市東区︱

ロン･ポワン

極上冷やしみたらし（数量限定）

︱田川市︱

︱福岡市南区︱

ルセット・マリナ

五番館（チーズケーキ）

ミュゲ

マスカットレザンサンド

︱飯塚市︱

パティスリー

ラ・パレット

チーズブッセ

︱福岡市博多区︱

PATISSERIE

RDEAR

（ロディアル）

オー フィル ド
ジュール

モンブラン・フレ

博多の石畳（ケーキ）

︱北九州市小倉北区︱

辻利茶舗

お抹茶／抹茶ロールケーキ

福津サンドウイッシュ

︱北九州市八幡西区︱

シロヤ

練乳サニーパン／オムレット

コテツフロマージュ

︱福岡市東区︱

︱桂川町︱

くるみの木

菓子工房

モンブラン

︱福岡市中央区︱

︱田川市︱

︱田川市︱

︱福智町︱

パティスリー

手作りケーキの店

西洋浪漫菓子

ケーキとパンのお店

ジョルジュマルソー

チーズケーキフォンデュ

ノエル

いちごのタルトモンブラン

萬平浪漫

純生どら焼き

ちびちび

生チョコサンド

︱福岡市城南区︱

メルシー

大塚古墳マドレーヌ
「古代の鍵」

菓子館 木太久

くりRIN ／かんたRO

博多ミラベル21

一流シェフのスイーツを器と共に

福智もち

Éclair Atelier
Cecil Blue

（エクレアアトリエセシルブルー）

エクレア

︱福津市︱
オーダーケーキハウス

Patisserie

K2（ケイツー）

モンブラン

︱福岡市中央区︱

︱宮若市︱

︱福津市︱

パティスリー

ドンバル

瀬川菓子舗

ケーキハウス

アン

10/14 SAT
ヨーグルトのムースと
赤池梨のコンポート
ハイビスカスのジュレ添え

10/15 SUN
ガトーショコラと
バニラのデザート

︱福岡市中央区︱

I's Sweet Labo
（アイズ スイーツ ラボ）

濃密熟ショコラ

︱直方市︱

アンコールアン

抹茶のロールケーキ／黒田の黒豆

︱大牟田市︱

︱北九州市小倉南区︱

大牟田 長㟢屋

アンプティスター

カステラ

︱北九州市八幡西区︱

セイ・トオイ

タルトフロマージュなど

︱福岡市中央区︱

ざるチーズ

︱福岡市東区︱

︱福岡市東区︱

お菓子の工房

VISAVIS

オペラ

（ヴィザヴィ）

各名店の一流シェフで構成されたNPO法
人「博多ミラベル 21」は、食を通じてあらゆ
る場面で福智のまちづくりをサポート。今回
も特別にスイーツを創作し、お抹茶とセット
（詳細はP.6）
（上野焼菓子皿付）
で販売します。
星野村抹茶生大福

5

とろける生パフ

こだわり“極”チーズ

おっぱいパン

まるごとフルーツ大福

チーズインバウム

チーズ inドーナツ

太秋柿と卵のプリン

4

上野焼

茶陶だからこそ実現したスイーツ大茶会

上野 焼の４００年以上の歴

史には、茶の湯で用いられてき

た「茶陶」としての誇りが息づ

いています。そんな上野焼に最

Fujiwara_Takayuki

上野焼特製カップ・ふくち☆リッチジェラート付
ジェラートのみは300円で販売！

WORKSHOP

VOCAL＆PIANO STAGE

GUITAR STAGE

ACOUSTIC STAGE

江頭つとむ

上野焼野点

HAKU

逆瀬川剛史

今路 メグ

福岡を中心にライブ、野外

裏千家辻村社中が上野

今まで聴いたことのない

ギター１本と思えない圧倒

R&B、SOUL、
POPSなど

イベントなど幅広く活動。 焼を使った野点でお点前

ようなエッジの効いた深い

的なパフォーマンスを誇る

エッセンスを感じる独特

上野焼のお茶碗でいただく辻利茶舗のお抹茶と

楽曲はCM・番組タイアッ

披露。お茶菓子も楽しめ

歌声で高い支持を集める

ソロギタリスト。ギター専門

でスモーキーな歌声が最

「博多ミラベル 21」の特製スイーツ（詳細は P.4）の

プに数多く採用されていま

るワークショップで茶陶

注目のシンガー。今年待

誌で次世代を担うギタリス

大の魅力。今年８月に

セット。各日4 回（11時～／12 時～／13 時～／

す。五島市ふるさと大使。 上野の魅力を伝えます。 望の1stアルバムを発売！ ト15名に選ばれています。 1stアルバムを全国発売！

14 時～）のお茶席の雰囲気をお楽しみください。

HAKU

も似合い、特 徴を最大限に生

Ido_Hiromi

NAOMI

■14 :15ー

Agano ware

かせる場が「お茶席」
。上野焼

各日10時～／先着順販売
Dizzy_Yoshimoto

■13 :15ー

Egashira_Tsutomu

10/15 SUN
辻利茶舗
グリーンティ

10/15 SUN
福智☆リッチ
ビール

上野焼の
カップ付き！

ラートは13 種類（詳細はP.5）の中からお好みのフレーバーをお選びいただけます。

■12:20ー

の だて

10/14 SAT
福智☆リッチ
ビール

濃厚リッチな口どけの「ふくち☆リッチジェラート」と上野焼の特別セット。ジェ

聴力を失った後もハンディを乗り越えて活躍する世界で数少ないジャズミュージシャンの

ACOUSTIC STAGE

1500円

10/14 SAT
辻利茶舗
グリーンティ

上野焼特製カップ付 ふくち☆リッチジェラート

をみなさんにお届けします。

ボーカル＆ピアノ ステージ

が茶陶だからこそ実現した「ス

上野焼特製カップ・
ドリンク（グリーンティまたはビール）付

ワークショップ

イーツ大茶会」では、茶の湯文

各日10時～／先着順販売

ル・アルモニア赤池」
「ム

ディジー吉本トリオ with NAOMI

■ 11:00ー

の
上野焼 プ
カッ
ー
リ
フ
付き！

9cm、たっぷり入るドリンクカップです。

Dizzy 吉本さん（田川出身）
。今回特別に結成したカルテットが名曲をお届けします。

アコースティック ステージ

化から生まれた「一期一会」のお

（詳細は P.8）とのコラボ企画が実現。直径約
ル」

町」
が誇る見事なハーモニー

■ 10:00ー

しつら

小倉藩窯の上野焼と小倉の辻利茶舗の「グリーン

かなだ」
「ピアチェーレ」
「ベ

10/15 SUN

だて

辻利茶舗グリーンティまたは
福智☆リッチビール

ティ」＆福智の新たな特産品「福智☆リッチビー

体が出演。
「童謡と音楽の

ジャズ ステージ

の

Kawashima_Ai

上野焼特製カップ付

ジーク・プラッツ」の計８団

JAZZ STAGE

もてなしを大切にしてきまし

発展途上国での学校建設支援などにも取り組まれています。

リークラブ・カナダ」
「コール

■14:30ー

た。会 場の野 点の設 えや上野

川嶋あい

文化連盟から
「池田眞里子」
「高齢者大学方城コーラス教室」
「ひばりの会」
「グ

Fukuchi Cultural Association

焼の存在感などにも目を向け

ると、より 雰囲 気 を楽しんで

いただけるかもしれません。

器の魅力は使ってこそ感じ

られるもの。今年もスイーツや

ゲスト ステージ

のり」の主題歌「My Love」など。被災地での無料ライブや

福智の歌声

ドリンクとコラボした上野焼の

コーラス ステージ

プレゼント企画を驚 きの特 別

CHORUS STAGE

価格でＰＲ提供します。

■11:00ー

また、上野の里での「上野焼

ムーディーな音色がドーム内に響き渡ります。

秋の窯開き」も同日開催。ぜひ

GUEST STAGE

KAWAMURA BANDのサックス・近藤タケユキさ
Kondo_Takeyuki

見て、触れて、やきものの魅力

■13:30ー

福岡市出身。2003年にデビューし「明日への扉」がヒット。

んとピアニストの渡辺大樹さんによるステージ。

上野焼をお持ち帰りできる
2日間限定のコラボ企画！

すべてのコラボ企画は各日100 個限りの販売となります

ソロでの代表曲は「見えない翼」
、人気バラエティ番組「あい

バンド

を感じてみてください。

※金田駅裏から無料シャトルバスあり。

COLLABORATION

福智町音楽祭が融合した
特別ステージをお届け！

近藤 タケユキ＆渡辺大樹
カワムラ

感 動空間に広がる一期一会のおもてなしの心

上野 焼が最 も 似 合 う
茶会という選択

音楽

Watanabe_Taiki

サックス＆ピアノ ステージ

「かもめの水 兵 さん」や「 う

SAX＆ PIANO STAGE

れしいひなまつり」など千余曲

■10:00ー

10/14 SAT

を 作 曲 し、日 本の童 謡 史に一

時代を築いた童謡作曲家・河村

光 陽。上野で生まれ育った彼

の音感の原点は、福智下宮神

社の神 楽の音 色だと言われて

います。また金田小での音 楽

教師の経験から、子どもたち

の息づかいや遊びのリズムも取

り 入れていた光 陽の楽 曲。か

つてふるさとの人や文 化が育

んだその旋 律は、今も 色あせ

ることなく 後 世へと歌い継が

れています。

福智町は光陽の生誕地とし

て今日まで「童謡と音楽の町」

を掲げ、福智スイーツ大茶会

のステージで毎年「福智町音楽

祭 」を 開 催 してき ま した。今

年も福智ならではの趣向に富

んだステージが展開されます。

ぜひお楽しみに。

SPECIAL STAGE

時代を超えて受け継がれてきた旋律

福智に息づく
童謡と音楽の土壌

色 あせることなく歌い継がれているメロディー

ギター ステージ

Sakasegawa_Takeshi

アコースティック ステージ

Imaji_megu

500円

上野焼菓子皿付 特製スイーツ

上野焼抹茶セット

各日10時～／先着順にチケット販売

上野焼菓子皿・スイーツ・お抹茶付

10/14 SAT

10/15 SUN

上野焼の
菓子皿付き！

10/14 SAT
10/15 SUN

1000円
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潜在的魅力

左から「ピルスナー」
「ペールエール」
「あまおう苺」
。６本セットはオリジナルのボックス入り。

香り と のどごしがリッチな
福智の新しい特産品

福智山をあしらったビンテージデザインのラベルで「福智★リッチビール」誕生

今年もまた福智スイーツ

大 茶 会で 新 た な 特 産 品 が

発表されます。「福智☆リッ

チビール」
。福 智町 観 光ア

ドバイザーのＪＡＬ山口支

店 長 とのつながりにより、

山口地ビール株式会社との

コラボレーションで誕生し

た福智の地ビールです。

味 は ３ 種 類。ラ ガ ー タ

イプのコクとキレが魅力の

「ピルスナー」
、豊かな風味

と香りが特徴の
「ペールエー

ル」
、福 岡 ブランドで全 国

的人気を誇る福智産の「あ

まおう苺」です。

今 年 は ふる さ と 納 税 の

生産 者が展 開 する通 販サ

イト「 福天小 槌 」の加 盟飲

食 店 が、 ビール と 相 性 抜

福智ブランドとして開発された
「ふくち☆リッ
チジェラート
（福智ブランドファクトリー）
」
「ふ
くち☆リッチマカロン
（萬平浪漫）
」
「福智
ブレンド
（豆香洞コーヒー）
」などが地域性
の高い返礼品として話題を呼んでいます。

群な絶品グルメをご用意。

県と田川の８市町村が10月7日に平成筑
豊鉄道で運行する初の観光列車。田川
地域の食材によるフレンチを上野焼で提
供。福智スイーツ大茶会とも連携し、福
智☆リッチビールもお楽しみいただけます。

甘いモノは別腹！「福智グ

ふるさと納税

ルメストリート」でぜひお

田川グルメ＆スイーツ列車

待ちしています！

フクチ・ファインド・フェスティ

バルのコンセプトは「後に残る

町の資源やつながりを生み出

すこと」
。第１回目から新たな

食の発掘や人の輪を築いてき

ました。特に開発された特産
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品はふるさと納税の返礼品に

もなり、２年間で 億円を集

めたベースになっています。

また今年は、県と田川広域

観光協会による田川グルメ＆

スイーツ列車の初開催が実現。

月 には

さらに今回も都市圏発着の読

売 旅 行 が 組 ま れ、

３市町村と連携したツアーで

６００人以上の来町が確定す

るなど、これまでの取り組み

が大きく実を結んでいます。

生み出された特産品や信頼

関係はイベントを終えてもな

お持 続 的に効 果 をもたらし、

着実に福智のブランド化につ

ながっています。

11

経済効果や来場者数だけでなく後に何を残せるかが鍵

一 過性のもので終わらせず さらに次につなげるイベントへ

単なる集客イベントにとどまらない
将来に向けた人、もの、つながりという財産

年々経済効果とＰＲ効果をあげ、町の

魅 力 を 広 く 発 見・体 感 い た だ い て い る

福智スイーツ大茶会。確実に町の認知

度は高まっています。さまざまな可能

福智にしかない風土と産品
の魅力をPRする地域ブラン
ド。ロゴは町の象徴・福智山
をデザインし、イベント時
ののぼり旗やポロシャツな
どに幅広く展開しています。

性 を 集 中 さ せ た 大 規 模 イ ベン ト だ か ら

こそ、多くの人やものを巻き込みなが

らさらなる発展を目指します。

福智ブランド

※ 飲酒運転及び未成年者の飲酒は法律で固く禁じられています。会場へは、
安心で便利、
駐車待ちの時間も無い「平成筑豊鉄道」をご利用ください。

GOURMET STREET

スイーツだけじゃない！
今年は絶品グルメ登場

10億円以上の寄附を集めた「福智町ふるさと納税」の生産者が展開する通販サイト「福天小槌」のメンバーが

特製豚骨ラーメン
お昼時の数時間で連日完売するラー
メンまむしが出店。豚骨を福智の天
然水で半日以上煮詰めた濃厚でク
リーミーな旨さ極まるスープをお楽
しみください。
【ラーメンまむし】
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和牛カルビ丼

（焼肉ボタ山秘伝タレ仕込み）

「焼肉ボタ山」の秘伝タレは頑固なま
でに受け継がれてきた炭都・筑
豊の逸品。そのタレで仕込んだ
「牛カルビ丼」を福智産の新米
でご提供！
【商工会青年部提供】

和牛ホルモン焼きそば
（焼肉ボタ山秘伝タレ仕上げ）

味にうるさい川筋気質の人たちをそ
の美味しさでうならせてきた「焼
肉ボタ山」の秘伝タレで仕上げ
るプリプリの「ホルモン焼きそ
ば」です！【商工会青年部提供】

「福智産枝豆」
「福智産焼きいも」

福智山麓の大自然に囲まれた豊かな
環境で育った安心安全な農作物をそ
ろえる「ふくちの郷」からビールに欠
かせない「枝豆」と秋の味覚の「焼き
いも」
をご提供！
【物産館 ふくちの郷】

「食欲の秋」を満たす 福智 グルメ ストリート
「福智☆リッチビール」にピッタリな逸品をご提供！

「華味鳥の炭火焼」
「華味鳥の素揚げ」

九州で絶大な人気のブランド鶏 ｢華
味鳥｣ の旨味を最大限に引き出す炭
火焼をご用意。店内一番人気の ｢素
揚げ｣ は、特製タレに一晩漬け込ん
だ自慢の逸品です。
【食味倶楽部 藤】

「乳豚メンチカツ」
「乳豚串カツ」

乳酸菌配合飼料と磁気活性水、天然
ミネラル豊富な土で飼育したブラン
ドポーク「乳豚」
。その旨味をとじ込
めた「メンチカツ」と「串カツ」を揚げ
たてでご提供！【豚肉工房うめちく】

「めんたい唐揚げ」
「寿司割烹の唐揚げ」

奥深い風味と辛さが絶妙な自家製め
んたいをからめた「めんたい唐揚」
、
ジューシーで香ばしいサクサクの
「唐
揚げ」
、いずれも老舗割烹こだわり
の味をご用意！【活魚寿司たちばな】

「メルシーライス」

「プロヴァンス風フライドポテト」
ポルチーニライスと特製ソースのサイ
コロステーキがたまらない「メルシーラ
イス」
、オリーブ・ハーブ・
トマトがマッチ
した「プロヴァンス風フライドポテト」
を
特別提供！
【博多ミラベル21
「ピサンリ」
】
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