














開催日 催事名 対象 /内容 問い合わせ先 会場

��
月

9/30（日）～
10/4（木） 第32回国際泌尿器科学会総会 関係者のみ/国際会議

九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野
第32回国際泌尿器科学会総会運営事務局
株式会社 コングレ 九州支社
TEL：092-716-7116

6（土）・7（日） チャン・グンソク コンサート 一般/全席指定 9,800円、立見 7,800
円、注釈付指定席 9,800円/コンサート

株式会社 キョードー西日本
TEL:092-714-0159

6（土）・7（日） RDI・レナウンダーバン ファミリーセール 招待/衣料品及び食品雑貨の販売 株式会社 REDUインターフェイス
TEL：06-6541-4449

8（月・祝） 第31回さつき幼稚園大運動会 関係者のみ/
幼稚園児による父兄参加型運動会

学校法人福岡自然学園さつき幼稚園
TEL：092-864-5550

8（月・祝） CRAZY KEN BAND コンサート 一般/全席指定 6,300円/コンサート 株式会社 BEA
TEL:092-712-4221

10（水） オリエンタルモーターフェア2012 関係者のみ/精密小型モーターの展示会 オリエンタルモーター株式会社　九州支社
TEL:092-473-1575

12（金）・13（土） 第8回九州ジャパン建材フェア 関係者のみ/新機材・住宅機器の展示会 ジャパン建材 株式会社
TEL：092-626-3711

12（金）～14（日） 第4回国際ユニヴァーサルデザイン会議2012in福岡 関係者のみ/学術会議
第4回国際ユニヴァーサルデザイン会議2012
ｉｎ福岡事務局
TEL:045-901-8420

17（水）～20（土） 第65回日本胸部外科学会定期学術集会 関係者のみ/学術会議

久留米大学医学部外科学教室
第65回日本胸部外科学会定期学術集会運営事務局
株式会社 コングレ 九州支社
TEL:092-716-7116

15（月） アジアビューティーコングレス 2012 関係者のみ/美容技術のコンテスト及び
ファッションショー

株式会社 ダリア
TEL：092-472-2301

19（金）～21（日） ガス・スタイル2012 一般/無料/ガス機器の展示ＰＲ 西部ガス 株式会社
TEL：092-633-2716

20（土）・21（日） 2012秋　MIKIHOUSE LAND in 福岡 招待/ファミリーイベント及び商品の
展示・即売

ミキハウスランド運営事務局
TEL：072-941-2965

21（日） 福岡オンリーライブ2012 十忍十色　筑前の段 一般/500円/同人誌の展示即売会 株式会社 ユウメディア スタジオＹＯＵ
TEL：03-5828-0011

21（日） 第14回福岡県金婚夫婦表彰式 関係者のみ/表彰式 西日本新聞社「金婚夫婦表彰式」事務局
TEL：092-711-5113

22（月）～26（金） フォーラム　マス・フォア・インダストリ2012（FMI2012） 関係者のみ/国際会議 九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所
TEL：092-802-4402

24（水）～26（金） モノづくりフェア2012
招待/1,000円（招待の場合は無料）/
製造業向け機械、情報機器、エネルギー、
環境関連の展示

株式会社 日刊工業新聞社 西部支社 
TEL：092-271-5715

25（木） 第62回（平成24年度）全国工作責任者大会 関係者のみ/研究発表会 社団法人 日本ボイラ協会・技術普及部
TEL：03-5473-4515

26（金） 第50回（平成24年度）全日本ボイラー大会 関係者のみ/研究発表会 社団法人 日本ボイラ協会・技術普及部
TEL：03-5473-4515

27（土） 石井 竜也 コンサート 一般/Ｓ席 8,400円、Ａ席 6,300円/
コンサート

株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159

28（日） JOCシティコンサート
一般/シングル券 1,800円、ペア券 3,000
円（当日はシングル券のみ 2,300円）/
音楽発表会

一般財団法人 ヤマハ音楽振興会　西日本支部
TEL：092-832-8050

31（水） 九州建設技術フォーラム2012 関係者のみ/講演会 一般社団法人 九州建設技術管理協会
TEL：092-471-0189

��
月

1（木） 西野 カナ コンサート 一般/全席指定 6,300円、立見 5,800円
/コンサート

株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159

1（木） 平成24年度　福岡ブロック新規高卒者就職面談会 一般/就職面談会 福岡労働局
TEL：092-434-9802

3（土・祝） 2012ゴールデンオールディーズ・ワールドラグビーフェスティバル
福岡フェアウェルパーティー 関係者のみ/フェアウェルパーティー

2012ゴールデンオールディーズ・ワールドラグビー
フェスティバル福岡実行委員会事務局
TEL：092-738-8010

8（木） 第56回 大相撲九州場所　前夜祭 一般/要入場整理券/大相撲前夜祭 NHK福岡放送局 
TEL：092-722-4688

8（木）～10（土） 第51回ライオンズ東洋東南アジアフォーラム 関係者のみ/国際会議 第51回福岡OSEALフォーラム事務局
TEL：092-741-8601

11（日） ＩＮＦＩＮＩＴＥ コンサート 一般/全席指定 8,800円/コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159

12（月） ミルボンデザイナーズ・アビリティ2012 関係者のみ/2,000円/美容関連イベント 株式会社 ケイビープランニングインターナショナル
TEL：03-5459-2808

11（日）～25（日） 平成24年 大相撲十一月場所

一般/溜席（砂かぶり）14,300円、
桝席A 45,200円（4名）、桝席B41,200円
（4名）、桝席C 36,800円 （4名）、 
ペアシート 18,400円（2名）、椅子席A 
4,700円、椅子席B 3,100円/大相撲

財団法人 日本相撲協会 福岡先発事務所
TEL：092-291-9311/ 092-291-9312

13（火） 福岡県交通安全県民大会 関係者のみ/表彰式及びアトラクション 財団法人 福岡県交通安全協会
TEL：092-641-8880

13（火）・14（水） 第12回ＢＲＩＴ福岡・釜山大会 関係者のみ/国際会議 北海道大学スラブ研究センター
TEL：011-706-2388

14（水） トータス松本 コンサート 一般/全席指定 6,800円/コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159

16（金）・17（土） 第67回日本大腸肛門病学会学術集会 関係者のみ/学術会議

久留米大学医学部外科学講座
第67回日本大腸肛門病学会学術集会
運営事務局 株式会社 コングレ 九州支社
TEL：092-716-7116

18（日） ＪＡ福岡市50周年感謝イベント「博多じょうもんさん市場ｉｎマリンメッセ」 一般/無料/
ＪＡブランド農産物のＰＲ販売等

西日本新聞社企画事業局ソーシャル事業部
TEL：092-711-5506



開催日 催事名 対象 /内容 問い合わせ先 会場

��
月

18（日） 琴城流大正琴「将苑会」発表会 関係者のみ/大正琴の演奏・発表会 琴城流大正琴将苑会
TEL:092-624-4514

18（日） 厚生労働省委託事業 2012年度　感染症予防歯科技工士講習会 関係者のみ/講演会 社団法人　福岡県歯科技工士会
TEL:092-751-0104

21（水） 堂本 光一 コンサート 一般/指定・立見 8,000円/コンサート コンサート事務局
TEL：0180-993-700

21（水）・22（木） 平成24年度　医療安全に関するワークショップ 関係者のみ/ワークショップ 厚生労働省九州厚生局
TEL：092-472-2366

21（水）・22（木） 九州ホスピタルショウ2012 関係者のみ/
医療関係機器展示及びセミナー

一般社団法人日本経営協会 九州本部
九州ホスピタルショウ事務局
TEL：092-431-3365　

24（土）・25（日） 第21回日本柔道整復接骨医学会学術大会 関係者のみ/学術会議
第21回日本柔道整復接骨医学会学術大会
学術大会実行委員会
TEL：03-5830-3025

25（日） 矢沢 永吉 コンサート 一般/S席 10,000円、A席 7,000円、
立見  5,000円/コンサート

株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159

28（水） 上原 ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト　コンサート 一般/全席指定 6,900円/コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159

28（水）・29（木） 桑田 佳祐 コンサート 一般/全席指定 8,500円/コンサート 株式会社 BEA
TEL：092-712-4221

11/30（金）～
12/2（日）

2012年日本リハビリテイション心理学会学術大会・
第38回心理リハビリテイションの会全国大会 関係者のみ/学術会議

九州大学大学院人間環境学府付属
総合臨床心理センター
TEL：092-642-3158 

��
月

11/30（金）～
12/2（日）

2012年日本リハビリテイション心理学会学術大会・
第38回心理リハビリテイションの会全国大会 関係者のみ/学術会議

九州大学大学院人間環境学府付属
総合臨床心理センター
TEL：096-642-3158 

3（月） 福岡美容専門学校 校内コンクール 関係者のみ/美容技術大会 福岡美容専門学校 福岡校
TEL：092-715-0017

5（水） Career Forum  福岡会場
2014年3月卒業予定の大学･院･短大、高
専、専門学校生、および既卒3年以内の方
/合同企業説明会

株式会社ディスコ西部支社
TEL：092-473-3392

7（金） ヤニス・ヤノプロス ピアノ・リサイタル 
障がい者週間・東日本大震災チャリティーコンサート 一般/全席自由 3,000円 /コンサート ヤマハミュージック九州　福岡店

TEL：092-721-7633

7（金）～9（日） 第29回読売書法展 九州展 一般/500円/書作品の展示会 読売書法会西部事務局
TEL：092-715-6091

8（土） ナース専科セミナー
徹底的に極める！「ナースが実践する 褥瘡ケアのすべて」 関係者のみ/研修会 株式会社 エス・エム・エス

TEL:03-5295-7594

8（土）・9（日） ゆず コンサート
一般/指定席 6,800円、ステージサイド席 
6,800円、立見 6,500円、
親子席 9,450円/コンサート

株式会社 キョードー西日本
TEL:092-714-0159

11（火）～14（金） 第35回日本分子生物学会年会 関係者のみ/学術会議
第35回日本分子生物学会年会事務局
日本コンベンションサービス
TEL:03-3508-1214

14（金）～16（日） 第85回日本生化学会大会 関係者のみ/学術会議
第85回日本生化学会大会運営事務局
株式会社 エー・イー企画内
TEL:06-6350-7163

14（金）・15（土） ナチュラル雑貨＆ハンドメイドフェアin福岡 一般/500円（高校生以下無料）/
雑貨、衣料品、木工品等の展示・販売

株式会社 アドベンチャー
TEL：096-214-1613

18（火）～20（木） 第13回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 関係者のみ/学術会議 九州大学大学院工学研究院　機械工学部門
TEL:092-802-3174

22（土） UVERWorldコンサート 一般/全席指定 6,000円、立見 6,000円
/コンサート

株式会社 BEA
TEL：092-712-4221

22（土）・23（日） 関ジャニ∞ コンサート 一般/全席指定 8,000円/コンサート コンサート事務局
TEL:0180-993-707

22（土）・23（日） 第21回定期公演　福岡大学付属若葉高等学校 ダンス部　
一般/前売  大人 2,000円、 小人 1,000
円（高校生まで）、当日券 2,500円/ダンス
公演

福岡大学付属若葉高等学校 ダンス部
TEL：092-771-1981

22（土）・23（日） 学研就職ナビ　業界研究セミナー2013 一般/就職セミナー 株式会社 学研メディコン
TEL:03-6431-1833

23（日） DRAGON GATE THE FINAL GATE 2012 in 博多
一般/スーパーシート 12,000円、RS席 
8,000円、1階指定席 6,000円他
/プロレス興行

株式会社 DRAGON GATE
TEL：078-333-9797

24（月） Career Forum  福岡会場
2014年3月卒業予定の大学･院･短大、高
専、専門学校生、および既卒3年以内の方
/合同企業説明会

株式会社ディスコ西部支社
TEL：092-473-3392

30（日）・31（月） DREAMS COME TRUE コンサート 一般/全席指定 7,800円、立見 6,800円
/コンサート

株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159

�
月

5（土） 第13回日本習字全国席書大会福岡大会 一般/無料/習字の競書大会 財団法人 日本習字教育財団
TEL：092-721-4555

12（土）・13（日） 第85回獣医麻酔外科学会　第97回日本獣医循環器学会
2012年秋季合同学会 関係者のみ/学術会議 運営事務局　株式会社 タスプ

TEL：03-5970-3990

13（日）・14（月・祝） マイナビ就職EXPO 一般/無料/就職説明会 株式会社 マイナビ
TEL：092-262-6650

14（月・祝） 平成25年　福岡市成人の日記念行事「はたちのつどい」 新成人（平成4年4月2日～平成5年4月1
日生まれ）/記念式典

福岡市・福岡市成人の日記念行事実行委員会
福岡市こども未来局青少年健全育成課
TEL：092-711-4188

17（木） 就職応援フェア 39歳以下の求職者及び、来春卒業予定
者/無料/就職説明会

福岡県若者しごとサポートセンター
TEL：092-720-8832

19（土）・20（日） 第26回ミッドウィンターセミナー 関係者のみ/学術会議 日本放射線科専門医会・医会 事務局
TEL：0493-35-4649

19（土）・20（日） 新春アイラブホームフェア2013in福岡 招待/住生活資材の展示会 越智産業 株式会社
TEL：092-711-9714
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�
月

19（土）～21（月） 第52回家具ショージャパン 招待/招待券がない場合は500円/家具･
インテリア関連の商品販売

福岡家具商組合
TEL：092-661-1147

23（水） JNAネイルカンファレンスin福岡 一般/ネイルに関する展示会及びセミナー NPO法人 日本ネイリスト協会
TEL：03-3500-1580

25（金）～27（日） 第36回日本眼科手術学会総会 関係者のみ/学術会議
第36回日本眼科手術学会総会運営事務局
株式会社 コングレ 九州支社
TEL：092-716-7116

26（土）・27（日） RDI・レナウンダーバン ファミリーセール 招待/無料/衣料品及び食品・雑貨の販売 株式会社 REDU インターフェイス
TEL：06-7177-3890

29（火） 青少年健全育成大会 関係者のみ/講演会 福岡市PTA協議会
TEL：06-7177-3890

30（水）・31（木） ニチリウ永瀬総合見本市 関係者のみ/園芸資材の総合見本市 株式会社 ニチリウ永瀬
TEL：0946-23-1361

�
月

1（金）～3（日） 骨董＆アンティークin福岡 一般/無料/古美術品展示会 「骨董＆アンティークin福岡」事務局
TEL：082-263-3497

2（土） BREAKERZ コンサート 一般/全席指定 6,300円/コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL:092-714-0159

9（土） FUNKY MONKEY BABYES コンサート 一般/6,800円/コンサート 株式会社 キョードー西日本
TEL：092-714-0159 

9（土） ナース専科就職ナビ合同就職説明会 関係者のみ/
看護学生対象の就職説明会

株式会社 エス・エム・エス
TEL：03-5295-7397

9（土）～11（月・祝） マツダビッグチャンスin福岡国際センター 一般/無料/新車の展示及び販売 株式会社 エルグ
TEL：092-434-6660

13（水）・14（木） 九州 FOOD LIFE 2012 関係者のみ/展示・商談会 佐藤食品株式会社
TEL:0930-23-0865

10（日） つばさ少年少女合唱団第20回記念演奏会 一般/1,000円/コンサート つばさ少年少女合唱団
TEL:092-803-1217

11（月・祝） オンリーライブ 一般/同人誌の展示会 株式会社 ユウメディア スタジオYOU
TEL：03-3843-1211

15（金）・16（土） 第18回 手づくりフェアin九州
一般/一般 700円、70歳以上 300円、
前売り 500円/
手づくり関連商品の展示・講習

九州手づくりフェア実行委員会
TEL：092-436-8007

17（日） きりん幼稚園音楽発表会 関係者のみ/音楽発表会 学校法人 やなぎ学園 きりん幼稚園
TEL:092-871-0366

19（火） 会社合同説明会
大学・短大・高専・専門学校の卒業予定
者、中途就職希望者/無料/
会社合同説明会、就職セミナー等

福岡商工会議所
経営本部 商業・雇用支援グループ
TEL：092-441-2169

21（木）・22（金） アジアビッグマーケット2013 一般/無料/ビジネスプラン発表・
製品展示・商談会・セミナー他

福岡ベンチャーマーケット協会事務局
TEL：092-725-2729

24（日） 日本習字 観梅展 一般/無料/書作品の展示 財団法人 日本習字教育財団
TEL：092-721-4555

27（水）・28（木） 少女時代 コンサート 一般/9,500円/コンサート 株式会社　キョードー西日本
TEL：092-714-0159

�
月

2（土） 全国縦断 にっぽん演歌の夢祭り 2013　福岡公演 一般/SS席 12,600円、S席 10,500円、
A席 8,400円、B席 6,300円/コンサート

にっぽん演歌の夢祭り　福岡公演事務局
TEL：092-716-3899

3（日） レジナビフェア2013 一般/医学生・研修医を対象とした
病院合同説明会

株式会社 メデイカル・プリンシプル社
TEL：03-6858-6300

3（日） ジュニアアンサンブルコンサート2013 一般/
ヤマハ音楽教室生徒によるコンサート

株式会社 ヤマハミュージック九州
TEL：092-472-2688

8（金）・9（土） 高校生お仕事スタジアム 高校生1、2年生または保護者/無料/
仕事に関するイベント

麻生専門学校グループ福岡校入学相談室
TEL：0120-371-007

9（土）・10（日） 日産プリンス福岡　お客様感謝デー「プリンスの日」 一般/無料/日産車の新車展示・販売 日産プリンス福岡販売株式会社
TEL：0120-44-5523

13（水）・14（木） 第49回日本腹部救急医学会総会 関係者のみ/学術会議 運営事務局　株式会社 インターグループ
TEL：092-712-9530

17（日） 日本消化器病学会九州支部　第18回教育講演会 関係者のみ/学術会議 運営事務局　株式会社 インターグループ
TEL：092-712-9530

17（日）～19（火） 第7回有機エレクトロニクス・バイオエレクトロニクス国際会議
（M＆BE7） 関係者のみ/国際会議 九州大学先導物質科学研究所

TEL：092-642-2727

21（木）～23（土） 第86回日本薬理学会年会 関係者のみ/学術会議 株式会社 JTBビジネスサポート九州
TEL:092-751-3244

20（水・祝）～
24（日） 全国陶磁器フェア in 福岡 2013

一般/前売 400円、当日 500円、
高校生以下 無料/陶磁器等の展示販売・
陶磁器関連イベント

全国陶磁器フェア IN 福岡実行委員会
西日本新聞イベントサービス内
TEL：092-711-7605

24（日） 日本臨床獣医フォーラム九州地区大会 関係者のみ/学術会議 一般社団法人 日本臨床獣医学フォーラム
TEL：03-6457-7808

24（日） 福岡アジアコレクション2013 SPRING-SUMMER 一般/SS席 7,000円、S席 4,500円 、
自由席 3,500円/ファッションショー

福岡アジアコレクション事務局
TEL：092-844-8837

25（月） 平成24年度 九州産業大学 学位授与式 関係者のみ/学位授与式 九州産業大学
TEL：092-673-5525

26（火）～29（金） AOSD2013（Aspect-Oriented Software Development）
アスペクト指向ソフトウェア開発分野 関係者のみ/国際会議

国立大学法人 九州大学大学院
システム情報科学研究院
TEL：092-802-3606

26（火） 平成24年度 九州大学学位記授与式 関係者のみ/学位記授与式　 国立大学法人 九州大学学務部
TEL：092-642-2245

30（土） Superfly コンサート 一般/全席指定 7,350円、立見 6,300円
/コンサート 

株式会社　キョードー西日本
TEL：092-714-0159

30（土）・31（日） 2013春 ミキハウスランド in 福岡 招待/
ファミリーイベント及び商品の展示・即売

株式会社 ミキハウストレード
ミキハウスランド運営事務局
TEL：072-941-2965






