
◉主催： 公益財団法人 福岡観光コンベンションビューロー（福岡城三の丸スクエア「舞遊の館」）◉後援： 福岡市　◉協賛：きものレンタルまゆの会

福岡城や舞鶴公園の美しい花々を内外にアピール
するために結成された「福岡城きものフラワーサ
ポーター」によるショーをお楽しみください。「福岡
おもてなし武将隊」も出演します！
♥日時：7/7 日（日）13:00～
♥場所：福岡城三の丸スクエア
♥観覧無料

1 「福岡城きものフラワーサポーター」きものショー

2 「福岡おもてなし武将隊」と歩く福岡城

期間中４施設のスタンプを集めてガラ
ガラ抽選会で豪華景品があたります！

①ガラガラ抽選会
♥応募台紙は「舞遊の館」（三の丸ス
クエア内）へご持参ください。
＊景品がなくなり次第終了致します。

②スタンプラリー親子参加者
　小笹プレゼント（オリジナル折紙付）
♥１日限定３０組（１組につき１本）

3 たなばた短冊飾り＆
スタンプラリーで
ガラガラ抽選会

プロカメラマンによる”たなばた
写真撮影会”！!洋服でも浴衣でもお
好きなスタイルでご参加ください！
♥２カットデータプレゼント
♥撮影無料
♥日時：7/6 日（土）　10:00～16:00
♥問合せ先：舞遊の館 tel.092-707-3191
＊雨天中止

4 ハートの石垣と
大笹の前で写真撮影会

①家族で楽しむ
　七夕ゆかた写真会＆
　記念植栽
撮影データ20カットプ
レゼント
♥日時：7/6 日（土）10:00～16:00
　　　　7/7 日（日）10:00～16:00
♥先着５組
♥参加費：3,000 円／１名から
＊簡単ヘア＆髪飾りサービス＋記念植栽付き
②七夕ゆかたレンタル翌日返却プラン
　 お一人　通常  6,800円→3,500円（ヘアセット付）
　 ペ　ア　通常 13,600円→5,000円

③七夕ゆかたお持ち帰りプラン
　 女性（浴衣・帯・下駄）…4,500円（着付けサービス）
　 男性（浴衣・帯・下駄）…5,500円（着付けサービス）
①②③ 受付予約：舞遊の館 tel.092-707-3191

6 舞遊の館プレゼンツ
たなばたファミリープラン無料

予約
予約

◉お問合せ先
舞遊の館（福岡城三の丸スクエア内）
tel.092-707-3191

①浴衣に似合う簡単ヘア教室
　日　時：7/6 日（土） 
 ①10:00～11:00
 ②11:30～12:30
　参加費：２００円
　定　員：各５名

②浴衣着付教室
　日　時：7/6 日（土） 
 ①13:00～14:00
　参加費：２００円
　定　員：５名

③折紙教室
　日　時： 7/6 日（土）
 ①14:30～15:30
　参加費：２００円
　定　員：５名

①②③ 受付予約：舞遊の館 tel.092-707-3191

7 舞遊の館プレゼンツ
たなばたワークショップ 予約

無料

予約

予約

予約

5 たなばた
Love & Loveプラン

①オリジナルたなばた短冊
願い事を叶えるオリジナル木札短冊を飾り付
け！木札短冊は後日 ”福岡縣護国神社”様にてご
祈願後、ご本人へ返却します。
♥参加費：木札短冊＋ご祈願初穂料 1,000円
♥木札販売：三の丸スクエア「舞遊の館」
＊木札には数の限りがあります。なくなり次第終了。

②浴衣で七夕記念植栽
ペア、お友達と浴衣でスタンプラリー
参加の方は、記念植栽＋記念植栽プ
レートにお名前を記入いただけます。
♥三の丸スクエア前花壇にてお二人で
　　「植栽」＋「一人一花運動」記念プレート
♥参加費：一人 200円

③プロカメラマンによる
　天守台でのナイトフォトプラン
天の川をバックに一年に一夜の思い出フォト
ショットを！洋服でも浴衣でもお好きなスタイ
ルでご参加ください！
♥撮影データ５カットプレゼント
♥日時：7/7 日（日）　19:00～20:00
♥参加費：５００円
＊雨天中止

②③受付予約：舞遊の館 tel.092-707-3191

予約

予約

空クジ
なし

キッチンカーも

　やってくるョ！

「福岡おもてなし武将隊」が福岡城跡～舞鶴公園を
おもしろ雑学でガイドツアーします。
♥日時：7/7 日（日）　
　① 親子向けコース 10:30～12:00
　②一般向けコース 14:00～15:30
♥参加費：一般2,000円、中学生以下1,000円
＊コース内容は天候により変更する場合があります

申込方法：メール（　　i n f o@ fukuoka-boom
showtime. com）に参加者全員の応募事項と代
表者名、希望時間を記載のうえ、お申し込みください。

キッチンカーも

　やってくるョ！

記念植栽の参加費は
舞鶴公園フラワーボランティア様の活動費に当てます。

期間中、浴衣でご来店のお客様に
１００円割引券プレゼント！

如水庵
福岡城店

ペットと
ご一緒に撮影
できますョ！

こうろかん
鴻臚館広場

福岡城下町

日時： 20197月５日（金）～７日（日）
 9:00～17:00
会場： 福岡城跡周辺エリア（福岡城むかし探訪館・鴻臚館跡展示館・三の丸スクエア・福岡市美術館）
 ◉アクセス：福岡市地下鉄「大濠公園駅」下車すぐ、西鉄バス「福岡城・鴻臚館前バス停」下車すぐ

第１回七夕まつり
今年の七夕は舞鶴公園や福岡城跡で
一日ゆっくりと楽しみませんか？
楽しい参加型イベント企画に
親子、お友達、カップルでお出かけください！

よかなび 検 索←

こうろかん



大濠公園駅

地
下
鉄

福岡城・鴻臚館前
FUKUOKA CASTLE RUINS

AND KOROKANMAE

GreenMagic
MAIZURUさん

各参加施設でスタンプを押印し、必要事項を記入して
「舞遊の館」（三の丸スクエア内）にご持参ください。
＊当スタンプラリーの参加応募はお一人様につき１回限りです。
＊景品が無くなり次第終了になります。

スタンプラリー
がらがら抽選会応募台紙

☆お名前：

☆年　齢：□10歳未満　□10 代　□20代　□30代　□40代　□50代　□60歳以上

☆どちらからお越しになられましたか？　□福岡市内（　　　　区）　□市外（　　　　　）　□県外（　　　　　）　

☆「福岡城下町七夕まつり」を何でお知りになりましたか？　□広報誌　□WEB　□メール　□チラシ　□新聞　□知人

④三の丸スクエア①福岡城むかし探訪館 ②鴻臚館（こうろかん）跡展示館 ③福岡市美術館

福
岡
城
跡
多
聞
櫓

鴻臚館跡展示館福岡城むかし探訪館

①
福岡市美術館 三の丸スクエア

② ③ ④

福岡城下町

七夕まつり
福岡城下町

七夕まつり

♡ギフトカード5,000円……… ３名様
♡ゆかたセット（男性用or 女性用）… 計10名様
♡福岡市美術館ペアチケット…… ５組様
♡ステンレスボトル………… 10名様
♡「博多座観覧チケット」他豪華景品多数！
 …………空くじなし！

ゴール&抽選会場

こうろかん

ハートスポット
ハートの石垣

ハートスポット

ハートのムクの木

パワースポット

福岡城下町

七夕まつり
ス タ ン プ
設置スポット

福岡城下町七夕まつりイベント一覧福岡城下町七夕まつりイベント一覧

❶「福岡城きものフラワーサポーター」きものショー 7/7（日） 13:00～
❷「福岡おもてなし武将隊」と歩く福岡城……… 7/7（日） 10:30～12:00
   14:00～15:30
❸たなばた短冊飾り＆スタンプラリーでガラガラ抽選会… 7/5（金）～7（日）
   09:00～17:00
❹ハートの石垣と大笹の前で写真撮影会 7/6（土） 10:00～16:00
❺たなばた Love & Love プラン
　①オリジナルたなばた短冊…………………… 7/5（金）～7（日） 
   09:00～17:00
　②浴衣で七夕記念植栽　　　　　…………… 7/5（金）～7（日） 
   09:00～17:00
　③プロカメラマンによる天守台でのナイトフォトプラン 7/7（日） 19:00～20:00

無料

無料 予約

予約

予約

予約

❻【舞遊の館プレゼンツ】たなばたファミリープラン
　①家族で楽しむ七夕ゆかた写真会＆記念植栽 7/6（土）～7（日）
   10:00～16:00
　②七夕ゆかたレンタル翌日返却プラン 7/5（金）～7（日） 

　③七夕ゆかたお持ち帰りプラン 7/5（金）～7（日） 
❼【舞遊の館プレゼンツ】たなばたワークショップ
　①浴衣に似合う簡単ヘア教室　　………… 7/6 日（土） 10:00～11:00
   11:30～12:30
　②浴衣着付教室　　…………………………… 7/6 日（土） 13:00～14:00
　③折紙教室 ………………………………… 7/6 日（土） 14:30～15:30

予約

予約

予約

予約

予約

福岡城下町

七夕まつり
ス タ ン プ
設置スポット

福岡城下町

七夕まつり
ス タ ン プ
設置スポット

キッチンカーも

　やってくるョ！
キッチンカーも

　やってくるョ！

インスタスポット

カフェ

食事処

こうろかん
鴻臚館広場

福岡城下町

七夕まつり
ス タ ン プ
設置スポット

予約・お問合せは舞遊の館 tel.092-707-3191

福岡城跡周辺エリア
散策マップ
福岡城跡周辺エリア
散策マップ


