












北九州市は、官営八幡製鐵所の操業開始以来、１００年を超える「ものづくり」の実績を重ねて発展し
てきた都市です。
わが国の産業界をリードしてきた高度な技術と卓越した技能は、さまざまな分野で活躍する熟練
技能者たちによって、いまも脈々と受け継がれています。
北九州市は、「北九州マイスター」制度を創設し、２００１年度から「ものづくり」に関わる高度技能者
を「北九州マイスター」として認定し、表彰しています。さらに、これらの貴重な技能を次代に継承
し、地域産業の振興に貢献するための活動を支援しています。現在までに認定されている北九州マ
イスターは４５名です。

■認定基準
 1. 本市において、「産業振興に貢献した方」又は「産業の発展に欠かせない方」。
 2. 技能が極めて優秀であり、当該職種における国内の第一人者又はこれに準ずる方。
 3. 公的資格（技能検定）のある職種は、一級以上（又は単一等級）の資格取得者。
 4. 指導育成能力を有し、後進の育成指導が十分に期待できる方。
 5. 当該職種に20年以上の従事経験を有し、かつ年齢は40歳以上の方。
  （現役の方に限ります）
 6. 本市に5年以上在住、又は在勤する方。

■対象産業分野
 １． 金属・機械関係 ２． 化学窯業関係 ３． 電気・電子関係
 ４． 建築・建設関係 ５． その他ものづくり関係（工業系製造業に限る）
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世界に誇る日本の鉄鋼業の中心として、輝かしい発展の歴史を持つも
のづくり都市・北九州をイメージしデザインしています。
また、堅固で安定した形である三角形をベースにして、北九州市の産業
の安定と今後の更なる発展の意味を込めて表現しました。

ＭＥＩＳＴＥＲの頭文字をデザインしたものです。
左右対称のシンメトリーを基本とした構成で、産業の安定と発展、技能
及び志の伝承を表現しています。

匠に学ぶ技能講習会
北九州市の将来を担うものづくり人材育成の一環として、地域の工業を学ぶ高校生のものづくりに対する
意欲と技術力を向上させるため、全国屈指の卓越した技能者として認定された「北九州マイスター」が、マイ
スターならではの“匠の技”を高校生に伝授する少数精鋭・実技中心の技能講習会です。講習会の後には、そ
の成果を競う技能競技大会を開催します。
平成21年度に第1回を開催して以後、毎年実施しています。

マイスター匠塾
全国屈指の卓越した技能者として認定された「北九州マイスター」が、マイスターならではの“匠の技”を、主
として企業等で働く技能者に伝授する、少数精鋭・実技中心の技能講習会です。平成14年11月に第1回を
開催して以後、毎年実施しています。定員を絞り、受講生それぞれの技能レベルに応じてマイスターがマン
ツーマンに近い形で直接実技指導するという、非常に密度の濃い内容で、これまで受講された方からは大
好評を博しています。

その他の講演、実演など
上記の他にも、様々な講演、実演などを通して、マイスターの技能を次代に継承するための活動を行っています。
〇北九州イノベーションギャラリーでのマイスター工房塾や講座。
〇大学、工業高校等からの依頼による講演、実演。

北九州マイスターによる主な技能伝承活動
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・ 将来に活かせる良い経験になった
・ 丁寧に教えていただき、最初は全く出来なかっ 
 たが、上達出来た。
・ 学校で教えてもらえない事も多く、とても充実 
 した講習だった。

・ 会社では教えてもらえない事を教わった。
・ 教え方が丁寧でわかりやすかった。
・ マイスターの技術に驚いた。
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北九州マイスターシンボルマーク

北九州マイスターの詳細については、市のホームページでご覧になれます。
北九州市役所のトップページで、　　北九州マイスター

（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/business/menu03_0204.html）
検索

・ 将来に活かせる良い経験になった
・ 丁寧に教えていただき、最初は全く出来なかっ 
・ 将来に活かせる良い経験になった
・ 丁寧に教えていただき、最初は全く出来なかっ 
 たが、上達出来た。

■学生の声

ツーマンに近い形で直接実技指導するという、非常に密度の濃い内容で、これまで受講された方からは大

・ 会社では教えてもらえない事を教わった。
・ 教え方が丁寧でわかりやすかった。・ 教え方が丁寧でわかりやすかった。・ 教え方が丁寧でわかりやすかった。
・ マイスターの技術に驚いた。

ツーマンに近い形で直接実技指導するという、非常に密度の濃い内容で、これまで受講された方からは大
好評を博しています。

・ 会社では教えてもらえない事を教わった。
・ 教え方が丁寧でわかりやすかった。・ 教え方が丁寧でわかりやすかった。・ 教え方が丁寧でわかりやすかった。
・ マイスターの技術に驚いた。

■受講生の声



「北九州マイスター」が持つ技術を地域企業に伝授し、ものづくり人材の育成および地域企業の技
術力向上、さらに地域のものづくり力量を増進するため、マイスターに認定された有志32名によ
り、平成24年4月に「北九州マイスター技能伝承倶楽部」が発足しました。
現在、36名のマイスターが会員になっています。

金属・機械・電気等の工業系分野を対象とする北九州マイスターの他にも、暮らし
に身近な生活関連・サービス産業なども含めた幅広い分野を対象として、北九州技
の達人を認定しています。北九州技の達人も北九州マイスターと同様に、優れた技
術と卓越した技能を伝承する活動を行っています。

対象 ： 全ての産業分野（平成２６年度までに６０名を認定しています）
これまで認定のあった職種の例
和裁、洋裁、調理師、理容師、着付師、織布工、彫刻師、印章彫刻師、食品製造など

北九州マイスター技能伝承倶楽部

北九州技の達人

■技術指導項目

■お問合せ先
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■技術指導項目

■お問合せ先

北九州マイスター技能伝承倶楽部での活動
 ・ 大学等からの要請による講義、実演。
 ・ マイスターヘルプデスク事業
　中小企業に北九州マイスターが直接出向き、技術指導を行います。

■技術指導項目
 ・ 溶接、機械加工（旋盤・フライス盤・マシニング等）、研削加工、仕上げなど、
   「北九州マイスター」の認定技能。

■お問合せ先
 北九州マイスター技能伝承倶楽部事務局（北九州イノベーションギャラリー内）
 TEL : 093-663-5507
 FAX : 093-663-5508

ピアノ調律の実演 調理の実演 理容の実演

㈱安川電機は、第3回（2003年度）メカトロ巻線が北九州マイスターとして認定されました。
新製品の開発部門に長年従事し、ミクロンオーダーに応える高度な機械加工・組立て、検査等の技能を駆使し
て、汎用旋盤によるアルミ材の鏡面加工を可能にしたり、直径2.5ミリのマイクロモータを製作するなど、数々
のメカトロ巻線に関する加工法の開発や試作機の考案、設計、製作を行っている。
半導体露光装置用リニアモータの開発では、巻線機、帯コイル成形機、帯コイル折り曲げ機等を設計、製作し、
生産性を2倍に向上させるとともに、品質のバラツキをなくしたほか、リニアモータの電機子を真空中で樹脂成
形する装置を新たに開発し、成形時間の大幅な短縮を実現した。
ロボット、工作機械、半導体製造装置等の分野で使われるサーボモータの品質向上、生産性の向上に大きく貢献
してきた実績から、メカトロ巻線加工技能の第一人者として、新製品開発に欠かせない存在となっている。
※以上の紹介文は、認定当時のものです。



地元を食べよう北九州
地元で作った農産物・海産物やグルメ情報

地産地消って何？
地産地消「チサンチショウ」
この言葉を耳にされたことはありませんか。

「地産地消」とは地元で生産されたものを地元で消費するという意味です。食に対する不
安が広がる今、足元を確めるように「地産地消」が叫ばれています。
北は響灘（日本海）、東は周防灘（瀬戸内海）に面した北九州の豊かな海の幸。
南側に広がる山地からは山の幸、野の香り。市街地の間際まで田畑が広がる北九州市は
大都市でありながら、海、山､ 大地から四季折々、新鮮な食材が届く恵まれた街です。

「あの海でとれたもの」「あの人が作った野菜」など、地元で生産された食材は安心感が
違います。もちろん、鮮度は抜群！おいしく、体を健やかにする栄養も豊富です。

「地産地消」は輸送コストもかからず、地球にも優しい食のあり方。
地元の生産者と、その食材を消費する人々とのコミュニケーションを深め、子どもたちに
豊かな食の世界に触れるチャンスを与えられるのも｢地産地消｣の魅力です。
さあ、「地産地消」の輪に入って、豊かな北九州市の食を楽しんでみませんか。
それは地元の農業や漁業を力強く支えることになり、 未来の子どもたちに豊かな自然を手
渡すことにもつながります。

きれいな空気、さんさんと降り注ぐ太陽、清流の流れ、
黒潮の恵みをうけた豊富な食材の数々。
そんな北九州市の農産物・海産物・畜産物の食材をご紹介します。

１ ミネラル含む潮風と海水
玄界灘に面し、潮風がふきすさぶ。この潮風の刺激がキャベツに甘みを与
えます。さらに、海水散布により天然のミネラルを補給しています。
２ 水切れのよい赤色褐色森林土
栽培される圃場の土は、主に山林を開墾した畑が多く、赤色土や褐色森林
土です。多くの産地のような黒土、水田で栽培されるキャベツに比べ、じっく
り育ち、巻きの強い、ずっしりとした重みの感じるキャベツになります。
３ 豊前海一粒かきの牡蠣殻
「環境未来都市北九州市」ならではの農業を目指し、北九州市の特産品
である「豊前海一粒かき」の牡蠣殻を再利用し、ミネラル豊富な有機石灰
肥料として利用しています。

若松潮風®
キャベツ

甘みが強く、生食でもおいしい。
火を通すとさらに甘く、芯までおいしい。

小倉南区で栽培される大葉しゅんぎくは、在来品種の突然変異を選抜し
て出来た北九州ではおなじみの野菜です。北九州市では全国的に食べら
れる小葉しゅんぎくよりも大葉しゅんぎくの方が生産量が多く、古くから北
九州市民に親しまれている野菜です。栄養的にはβ-カロチンが多い緑黄
色野菜です。

大きな干満の差をもった豊前海。ここで捕れるワタリガニは「豊前本ガニ」
と呼ばれ、秋は特に美味です。
おいしい食べ方
締める：生きたままの場合、30分冷蔵庫に入れるか、氷水に10分間ひたせ
ばOK!
蒸す：茹でるとうま味が鍋の中へ出てしまうので、蒸すのが一番。蒸すポイ
ントは、甲羅を下向きに置き、蒸し器で15分。カニがきれいに赤くなり出来
上がりです。一度食べるとやみつきになること間違いなしです！

小倉南区
大葉しゅんぎく

豊前海北部
豊前本ガニ

香りがやさしく繊維が柔らかなので、
生のままサラダに入れて美味しく召し上がれ。

うま味が凝縮！蒸しガニで食べるのが一番！

地産地消のよいところ

食育食育食育食育地元の食材を知ることは
地元のすばらしさを再発見し、
子供たちに食の大切さを
伝えます。

元気元気元気元気元気地元の農林水産業が
活性化して、
地域の食文化が守られます。

地元の農林水産業が
活性化して、
地域の食文化が守られます。

環境環境環境生産地と消費地が近いから
鮮度を保つための燃料消費の
削減は自然保護の動きなど
環境に貢献します。

新鮮新鮮新鮮生産地が近いから
野菜も魚も新鮮、とれたて。
おいしさが違います。

安心安心安心作る人と食べる人の
顔が見え、話ができる関係は
信頼と安心を生み出します。



北九州市の農産
物 大葉しゅんぎく

（産 地） 若松区・小倉南区
（時  期） 10 月～6 月
（おすすめ） 生でも食べられるほど苦みの少ない

 しゅんぎく、北九州のオリジナル。

小葉しゅんぎく
（産 地） 小倉南区
（時  期） 11 月～4 月
（おすすめ） 独特の香りと少しの苦みがあります

 が、それがまたおいしさの秘密。

ホウレンソウ
（産 地） 小倉南区
（時  期） 9 月～6 月
（おすすめ） 新鮮なホウレンソウは、甘くておいしく、

 鉄、カルシウム、ビタミンなど栄養の固まり。

キャベツ
（産 地） 若松区・小倉南区
（時  期） 10 月～6 月
（おすすめ） 冬キャベツの国の指定産地に指定されている

 若松区のキャベツは 11 月からが旬。

トマト
（産 地） 若松区・小倉南区
（時  期） 10 月～7 月
（おすすめ） 樹で完熟したトマトは、適度の酸味と

 甘みがあり美味しくなります。

ブロッコリー
（産 地） 若松区・小倉南区
（時  期） 10 月～6 月
（おすすめ） 栄養も豊富！味も抜群！鮮度も最高！

 そんな地元のブロッコリーをどうぞ。

はくさい菜
（産 地） 小倉南区
（時  期） 通年
（おすすめ） よく「なっぱ」として親しまれていますが、

 北九州のオリジナル野菜。

小松菜
（産 地） 小倉南区
（時  期） 通年
（おすすめ） ビタミン、ミネラルを沢山含んでいる

 ので、体の調子を整えるのに ぴったり。

水菜
（産 地） 小倉南区
（時  期） 通年
（おすすめ） 市内産のものは、生でも食べられるように

 アクが少ない若い株を収穫します。

小かぶ
（産 地） 小倉南区・若松区
（時  期） 10 月～6 月
（おすすめ） かぶの歴史は古く1000 年以上も遡ります。

 春の七草の「すずな」はかぶのことです。

大根
（産 地） 若松区・小倉南区
（時  期） 12 月～4 月
（おすすめ） 各地に多くの品種がありますが、首の

 所が緑色した青首だいこんが主流。

青ネギ
（産 地） 小倉南区
（時  期） 4 月～6 月
（おすすめ） 青ねぎは、土寄せなどをせず白い葉鞘部分を

 少なくし、主に緑の葉身部分を使うねぎ。

えだまめ
（産 地） 小倉南区
（時  期） 6 月～1 月
（おすすめ） えだまめ用の専用品種が多く育成されており、

 大豆と同じ栄養素を持つ素晴らしい食品です。

すいか
（産 地） 若松区
（時  期） 7 月～8 月
（おすすめ） アフリカ西南部原産で、中国に西方から

 伝わった瓜ということで「西瓜」と書きます。

ラビットスイカ
（産 地） 若松区
（時  期） 7 月～8 月
（おすすめ） ラグビーボールのような楕円形の小玉スイカで、

 皮が薄いので可食部分が多く喜ばれます。

かぼちゃ
（産 地） 若松区
（時  期） 8 月～9 月
（おすすめ） 17 世紀に日本に伝えられ、カンボジア

 からきたので「かぼちゃ」の名が。

スィートコーン
（産 地） 若松区・小倉南区
（時  期） 7 月
（おすすめ）収穫して時間がたつと、糖度が下るので、すぐに

 湯がくなど加工して保存した方が美味しい。

ミニトマト
（産 地） 若松区・小倉南区
（時  期） 5 月～10 月
（おすすめ） 多くの品種があり、果形は丸形から洋ナシ形

 まで、果色がカラフルで食卓が楽しくなります。

たけのこ
（産 地） 小倉南区
（時  期） 12 月～5 月
（おすすめ） たけのこは、タケの地下茎から桿（かん：

 茎のこと）が枝分かれした若いものです。

なす
（産 地） 小倉南区
（時  期） 6 月～11 月
（おすすめ） なすは、料理の味になじむため、和洋中

 華や漬物などに幅広く利用されています。

しいたけ
（産 地） 小倉南区
（時  期） 11 月～4 月
（おすすめ） 乾燥によってうま味や香りが増すため、干し

 しいたけは和洋中華の各料理に使われます。

米
（産 地） 門司区・小倉南区・若松区・八幡区
（時  期） 9 月～11 月
（おすすめ） 粘り気が少ないものが粳米（うるちま

 い）、多いものが糯米（もちごめ）です。

米粉
（産 地） 市内一円
（時  期） 通年
（おすすめ） 米粉は、米を製粉したものです。微細な

 米粉はパンや洋菓子に用いられます。

海の幸・山の幸を愛する地産地消サポーター
「地元いちばん」のごあんない

海の幸・山の幸を愛する地産地消サポーター「地元いちばん」とは、北九州市内で生産された農林水産物を
地元北九州で消費しようとする＝「地産地消」をすすめるため、情報交換や交流の場の提供を目的として平成
20 年 3 月にスタートしました。現在約 16 万人の大きな活動の輪となりました。 北九州市内産食材の積極
的な使用や購入など市内の農林水産業を応援する気持ち、積極的に情報を発信する気持ちがあれば、個人、
団体を問わずどなたでもサポーターにご登録いただけます。( 会費等は無料です )

地） 門司区・小倉南区・若松区・八幡区地） 門司区・小倉南区・若松区・八幡区地） 門司区・小倉南区・若松区・八幡区
（時  期） 9 月～11 月（時  期） 9 月～11 月

おすすめ） 粘り気が少ないものが粳米（うるちま
 い）、多いものが糯米（もちごめ）です。 い）、多いものが糯米（もちごめ）です。 い）、多いものが糯米（もちごめ）です。

（産産 地） 市内一円地） 市内一円
（時  期） 通年（時  期） 通年
（おすすめ） 米粉は、米を製粉したものです。微細な

 米粉はパンや洋菓子に用いられます。 米粉はパンや洋菓子に用いられます。 米粉はパンや洋菓子に用いられます。
p15とp16のキャベツ畑の写真：「北九州市 時と風の博物館」より 「若松キャベツ」（enoha＆gogi）
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北九州市の海産
物

北九州市の畜産
物

まだこ
（漁 場） 筑前海・豊前海
（時  期） 6 月～12 月
（おすすめ） 血中コレステロールを抑制し、疲労回復、

 視力回復の効果があるタウリンが豊富。

豊前海一粒かき
（漁 場） 豊前海
（時  期） 11 月～3 月
（おすすめ） 「海のミルク」と言われるほど栄養豊富です。

 旬の冬はグリコーゲンの量が最も多くなります。

カサゴ(アラカブ)
（漁 場） 筑前海
（時  期） 周年
（おすすめ） 身は脂肪が少ない白身で、鍋料理、味噌汁、ブ

 イヤベースなどで美味しくタウリンが豊富です。

クロダイ
（漁 場） 筑前海・豊前海
（時  期） 3 月～10 月
（おすすめ） 刺身、煮付けなど和風料理の他、ムニ

 エル等の洋風料理でも食べられます。

サワラ
（漁 場） 筑前海
（時  期） 周年
（おすすめ） 癖のない味で、塩焼き、照焼きなどですが、

 鮮度の良いものは刺身にしても美味しい。

シログチ
（漁 場） 関門地域
（時  期） 周年
（おすすめ） 白身の魚で、練り製品の原料に

 よくつかわれます。

スズキ
（漁 場） 筑前海・豊前海
（時  期） 3 月～12 月
（おすすめ） ビタミン A・D 豊富な白身の魚で、塩焼き、

 煮付け、天ぷら、色々な料理で楽しめます。

ヒラメ
（漁 場） 筑前海
（時  期） 周年
（おすすめ） 高級品として刺身やすし種として使われ、

 和・洋風の各種料理にも向きます。

カワハギ
（漁 場） 筑前海
（時  期） 9 月～4 月
（おすすめ） 皮をはぐとぷりんとした白身の肉質。

 キモは湯引きやあえものでどうぞ。

ブリ(ヤズ)
（漁 場） 筑前海
（時  期） 5 月～12 月
（おすすめ） 冬に獲れるブリは脂肪が乗り、「寒ブ

 リ」と呼ばれて珍重されます。

マダイ
（漁 場） 筑前海
（時  期） 4 月～12 月
（おすすめ） 最大で 1m くらいになるが、40cm 前

 後のものが最も味が良いとされている。

メバル
（漁 場） 筑前海・豊前海
（時  期） 周年
（おすすめ） 肉は白身、味は淡白で美味。塩焼き、

 煮付けにするとおいしいです。

ケンサキイカ
（漁 場） 筑前海
（時  期） 4 月～9 月
（おすすめ） 身が柔らかく 味もよく刺身に向きます。焼

 き物、煮付け、干物、塩辛なども美味しい。

コウイカ類
（漁 場） 筑前海・豊前海
（時  期） 3 月～7 月
（おすすめ） 身が厚くて柔らかく、美味なため生食

 用として珍重される高級イカです。

ウニ
（漁 場） 筑前海
（時  期） 3 月～8 月、11 月～3 月
（おすすめ） ウニの生殖巣は、旨味成分となるアミノ酸

 を含みビタミン A を豊富に含んでいます。

クルマエビ
（漁 場） 筑前海・豊前海
（時  期） 5 月～10 月
（おすすめ） 刺身、塩焼き、天ぷら、フライなど

 多種多様で味もよく、高級食材です。

ガザミ
（漁 場） 筑前海・豊前海
（時  期） 5 月～12 月
（おすすめ） 肉はやわらかで甘味もあり、相当な美

 味です。カニ料理店では、一級品です。

アワビ
（漁 場） 筑前海
（時  期） 12 月下旬～3 月、9 月・10 月
（おすすめ） 刺身、酒蒸し、ステーキなどに調理され、

 肝も珍味として食べられます。

サザエ
（漁 場） 筑前海
（時  期） 周年
（おすすめ） 旬は春から夏の産卵期。殻のまま焼い

 て醤油を垂らす「つぼ焼き」が有名。

ヒジキ
（漁 場） 筑前海
（時  期） 2 月～5 月
（おすすめ） ひじきは大潮の干潮時に漁師や海女が

 磯にでて鎌などで刈り取って収穫します。

ワカメ
（漁 場） 筑前海
（時  期） 1 月～4 月
（おすすめ） 食物繊維、アルギン酸、フコイダンが多く含まれ、

 血中コレステロール値を下げる効果がある。

アカモク
（漁 場） 筑前海・豊前海
（時  期） 2 月～5 月
（おすすめ） 現代人に不足しがちなミネラル・ビタミン・カ

 ロチンが豊富に含まれ、優れた健康自然食品。

小倉牛
（産 地） 小倉南区・若松区
（時  期） 周年
（おすすめ） 旨みたっぷりの肉汁、舌の上でとろけるような柔らかさ、きめ細やかな絶妙な感触と、

 どれをとっても一級品の折り紙つき！それが『小倉牛』たるゆえんです。
 グルメをもうならせる小倉牛は、料理人から絶大の信頼を得ています！



旬　　  な
食べごろ

旬　　  な
食べごろ

焼く 旬　　  な
食べごろ

北九州ブランド KITAKYUSHU BRAND北九州ブランド KITAKYUSHU BRAND北九州ブランド KITAKYUSHU BRAND

北九州には、まだまだ知られていない北九州のブランド級の食材がございます。合馬のたけ
のこは全国的に有名ですが、それに負けない食材が他にもございます。豊前海一粒かき、関門
海峡たこ、小倉牛など。どれも食材としては、一級品の食材です。

広大な干潟が広がり、穏やかな潮流
の豊前海。カキが育つのに最適と、門
司区恒見地区では1981年に養殖が
始まりました。春から大事に育てら
れ、初冬には大粒で身入りの良いカ
キに成長。一つ一つ丁寧に磨かれ、厳
格な衛生基準をクリアしたものだけ
が「豊前海一粒かき」として出荷され
ます。

小倉南区と若松区の豊かな緑と水に
恵まれた農村地帯。
黒毛和牛がストレスなく過ごせる7戸
の生産農家では、一頭一頭愛情を注
いで育てられています。その中から
厳しい肉質検査をクリアしたものだ
けを「小倉牛」と認定。指定卸業者を
経由し、20店舗の小倉牛指定店で販
売されます。

小倉北区の平松漁港から漁船に揺ら
れて約10分の関門海峡は、餌となる
カニや貝が豊富で、良質のタコが育
つ絶好の海域です。速い潮流に負け
ないよう、岩場にしっかりと足を踏ん
張って育ち、太くて短い足と、足の先
まで吸盤が付いているのが特徴で
す。甘みも栄養もたっぷり、身が締
まっているので歯応えも抜群。

北九州の竹林面積は約1,400haに
わたり、市町村単位では全国有数の
広さを誇ります。この豊かな竹林資
源から美味しいたけのこが生産され
ています。中でも特に「合馬たけの
こ」は、関西市場では極上品として取
引されています。旬のたけのこは柔
らかくて、えぐみが少なく歯ざわりも
良くて、とても食欲をそそります。

特におすすめは、1月～3月 おすすめは、夏と冬

おすすめは、12月～5月焼いて少量の塩が一番！

豊前海一粒かき

小倉牛

関門海峡たこ

合馬たけのこ
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門司港レトロ青空市門司港レトロ青空市

漁師の店ひしゃくだ漁師の店ひしゃくだ

豊前海北部漁協
柄杓田地区

大地の恵み 門司店

豊前海北部漁協
恒見支所

❸❹

門司区門司区

小倉南区

小倉北区

戸畑区

八幡東区
八幡西区

若松区

❶門司港レトロ青空市 ❷大地の恵み 門司店 ❸漁師の店ひしゃくだ ❹豊前海北部漁協
　柄杓田地区

❺豊前海北部漁協
　恒見支所

開催場所は門司港レトロ地区のは
ね橋（ブルーウィング門司）すぐ近
くにある広場ですので分りやすい
です。早朝散歩も兼ねて門司港駅
から歩いてくるのも良いですね。
開催時間は8：00～ですが、若干
早めに始まる事が多いそうです。

県道25号沿いにある「大地の恵
み 門司店」はスーパー内のテナン
トです。開店時間もスーパーに合
わせて9：30～となっていますの
でご注意ください。また、すぐ近く
には直売所「にこにこハウス」（月・
木曜日の7：00～）もあります。

売り切れ次第終了の朝市。
旬の魚がいっぱい。
※雨天決行ですが、悪天候により
水揚げが少ない場合があります。
※開催日時については、変更され
ることがあります。

かきの販売時期（11月下旬～3月）
に、この柄杓田地区にて豊前海一
粒かきを販売しています。詳しくは
柄杓田漁協にお尋ねください。柄
杓田漁協建物向かいには「漁師の
店 ひしゃくだ」があります。

恒見支所周辺にて豊前海一粒か
きを販売しています。写真の看板
がわかりやすい目印になります。
豊前海北部漁協 恒見支所はこの
看板から入って直進するとすぐ右
手にあります。

❶門司港レトロ青空市
住所 門司港レトロ地区港ハウス前
TEL 093-481-3949
営業時間 8：00～12：00 日曜日開催

❷大地の恵み 門司店
住所 門司区吉志1丁目3-11（グリーンパル門司）
TEL 093-481-1071
営業時間 9：30～18：00 日曜日定休

❸漁師の店ひしゃくだ
住所 門司区大字柄杓田1407番地（柄杓田漁港内）
TEL 093-341-8911
 （豊前海北部漁業協同組合柄杓田地区）
営業時間 7：00～売り切れ次第終了 
  毎月第2・4日曜日開催

❹豊前海北部漁協 柄杓田地区
住所 門司区大字柄杓田1407番地
TEL 093-341-8911
 （豊前海北部漁協 柄杓田地区）
営業時間 11月下旬～3月：豊前海一粒かき販売
  9：00～17：00 
備考 周辺の生産者直売所をご案内します。

❺豊前海北部漁協 恒見支所
住所 門司区大字恒見1364番地
TEL 093-481-0055
 （豊前海北部漁協 恒見支所）
営業時間 11月下旬～3月：豊前海一粒かき販売
  9：00～17：00 
備考 周辺の生産者直売所をご案内します。

❻大地の恵み 曽根店
住所 小倉南区下曽根4丁目（北九州農協曽根支店）
TEL 093-471-7827
営業時間 10：00～18：00 日曜日定休

❼朽網みんなの市場
住所 小倉南区朽網東3丁目（北九州農協朽網支店）
TEL 093-471-7768（北九州農協朽網支店）
営業時間 8：30～15：00 毎週月～金曜日開催

❽大地の恵み 西中店
住所 小倉南区徳吉西1丁目（北九州農協西中支店）
TEL 093-451-5139
営業時間 9：00～18：00 水曜日定休

❾合馬農産物直売所
住所 小倉南区大字合馬1733-1（合馬竹林公園そば）
TEL 093-451-2928
営業時間 8：30～15：00 毎週水・土・日曜日開催

平尾台自然の郷ショップ
住所 小倉南区平尾台1丁目（平尾台自然の郷公園内）
TEL 093-452-2715（ハートランド平尾台）
営業時間 9：00～17：00
  火曜日定休（火曜日が祝日の際は翌日が休）
  ※12月～2月は10：00～16：00

JAショップ「結い」
住所 小倉南区横代東町1丁目6-1
 市立総合農事センター内
TEL 093-962-1943
営業時間 10：00～16：00 水曜日定休

北九州東部漁協 吉田地区
住所 小倉南区吉田2778-2
TEL 093-471-7627
営業時間 11月下旬～3月：豊前海一粒かき販売 9：00～12：00
備考 周辺の生産者直売所をご案内します。

曽根漁協
住所 小倉南区曽根新田北3丁目13-7
TEL 093-471-7128
営業時間 7月～11月：豊前本ガニ（ガザミ）販売 9：00～17：00
  11月下旬～3月：豊前海一粒かき販売 9：00～17：00
備考 周辺の生産者直売所をご案内します。

曽根漁協 せり売り
住所 小倉南区曽根新田 貫川河口南岸
TEL 093-471-7128（曽根漁協）
営業時間 7：00～7：15
4月～11月の毎週火・木・日曜日開催（お盆除く）

汐入の里物産館
住所 若松区脇田ひびきの海公園内
TEL 093-742-4111
営業時間 9：30～16：00 火曜日定休
  （火曜日が祝日の際は営業）

JA北九かっぱの里 若松店
住所 若松区大字払川（北九州農協若松支店）
TEL 093-741-6070
営業時間 10：00～18：00 水曜日定休

ひびきのげんき村
住所 若松区小敷ひびきの3丁目 学研大通り西
TEL 093-742-2290
営業時間 9：00～18：00 水曜日定休

海と大地
住所 若松区響町3丁目1-34
TEL 093-771-2222
営業時間 9：30～18：00

JA北九戸畑朝市
住所 戸畑区浅生3丁目16-16
TEL 093-871-0325（北九州農協戸畑支店）
営業時間 9：00～売り切れ次第終了
  毎月第2・4土曜日開催

JA北九かっぱの里 八幡店
住所 八幡西区馬場山東2丁目9-7
TEL 093-618-0101
営業時間 10：00～18：00 水曜日定休

JA北九大蔵女性部朝市
住所 八幡東区大蔵2丁目3-14
 （北九州農協大蔵支店横）
TEL 093-652-1516（北九州農協大蔵支店）
営業時間 9：00～10：30 毎月第1・3土曜日開催

平松とれとれ朝市
住所 小倉北区西港町船溜り 特設会場
 （国道199号「西港町東」交差点横）
TEL 093-571-0265（北九州市漁協平松支所）
営業時間 7：00～売り切れ次第終了
  4月～12月の毎週日曜日開催（GW、お盆は除く）

長浜朝市
住所 小倉北区末広1丁目16-16
TEL 093-521-1093（北九州市漁協長浜支所）
営業時間 9：00～売り切れ次第終了
  4月～12月の毎月第2・4土曜日開催

直売所紹介
新鮮な海の幸・山の幸が
みなさんをお待ちしています！

戸畑区 P27

八幡西区 P25
若松区 P26

小倉南区 P24
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新
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平尾台自然の郷ショップ






JAショップ「結い」

北九州東部漁協 吉田地区

曽根漁協

曽根漁協 せり売り

 JA北九かっぱの里 八幡店

❻大地の恵み 曽根店 ❼朽網みんなの市場 ❽大地の恵み 西中店 ❾合馬農産物直売所 平尾台
　自然の郷ショップ

下曽根駅から徒歩で10分程度に
ある「大地の恵み曽根店」。
こちらでは米粉がよく売れている
ようでかなりの量が置いてありま
す。なかなか普通のお店にはあり
ませんのでおすすめですよ。

JR朽網駅そばのJA北九朽網支店
の駐車場敷地内に小さな売り場
があります。
売り場には販売員さんはいません
ので、お支払いはJA北九内窓口
にてお願い致します。

桜橋を越えて、車で5分程進むと右
手に看板が見えます。ほぼ開店時
間に行ったのですが、もうすごい混
雑になっていました。店先には観
葉植物もたくさん並んでいてこち
らも人気のようです。

合馬竹林公園のそばにある「合馬
農産物直売所」に行ってみました。
けっこうな種類の野菜を笑顔で元
気いっぱいなおばちゃんが並べて
おり、朝からお客さんでにぎわって
いました。

平尾台を一望できる自然体験型
公園です。遊具広場や展望台、レ
ストランもありますのでドライブ
がてら家族とおでかけにはぴった
りです。「無法松酒造」のお酒を
ベースにしたブルーベリー酒が人
気です。

JAショップ「結い」 北九州東部漁協
　吉田地区

曽根漁協 曽根漁協 せり売り JA北九かっぱの里
　八幡店

市立総合農事センター内（入口か
ら右手側）にあります。農事セン
ター内なので、苗の販売はかなり
の種類があります。休憩コーナー
は広めにとってありますので、園
内散策のついでに立ち寄ってみる
のも良いでしょう。

かきの時期（11月下旬～3月）に
は周辺の直売所を案内してもらえ
ますよ。場所が少し分りにくいか
もしれませんが、入口におおきな
石碑がありますので目印になるか
と思います。

漁協の事務所です。周辺の生産者
直売所をご案内します。

県道（25号）を下曽根方面から「上
曽根」交差点を左折して、川沿いを
直進した右手にあります。
開催時間がかなり短いため、少し
早めに到着した方が良いでしょう。
6：45頃からお客さんがどんどん集
まり始め、かなりの賑わいでした。

「JA北九かっぱの里八幡店」は、馬
場山インターから車で3分程とア
クセスは良好です。売り場は広め
で、惣菜やお刺身等も充実してい
ますので便利です。平日も開店か
らかなりの賑わいでした。

小倉南区小倉南区 八幡西区八幡西区









汐入の里物産館

JA北九かっぱの里 若松店
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JA北九戸畑朝市

平松とれとれ朝市

長浜朝市

JA北九大蔵
女性部朝市

汐入の里物産館

ひびき灘を一望できる若松北海岸にある
「汐入の里物産館」。海沿いという事で魚
介もかなり充実。休日には朝からにぎわい
ますのでお早めに！すぐ横がビーチになっ
ていて夏は海水浴も人気ですよ。
グリーンパークから海岸線方面へ車で10
分程ですのでドライブルートとしてもおす
すめです。

JA北九かっぱの里 若松店

若松区払川の県道26号（北九州芦屋線）
沿いに、「かっぱの里」があります。かわい
いかっぱのキャラクターが目印ですよ！
若松区を中心としたJA北九州の生産者の
皆様が丹精こめて作った農産物（米、野
菜、畜産品）、農産加工品など、鮮度と味が
自慢の商品を取り揃えられています。

ひびきのげんき村

「ひびきのげんき村」は北九州市学術研究
都市のすぐそばです。
小さな直売所ですが、品ぞろえはかなり
多く、刺身などの海産物も扱っているよう
です。

海と大地

「食」の魅力発信基地として、連日にぎわっ
ている「産地直送市場 海と大地」。北九州
市漁業協同組合脇之浦漁港直売所の海
産物を中心とし、野菜・果物の地元生産者
直売コーナーやパンや卵の地元若松の特
産品コーナーに力を入れています。また、
地方の珍しい商品も数種取り揃えてい
て、人気があります。

JA北九戸畑朝市

JR戸畑駅近くにありますので、場所はわ
かりやすいと思います。
地元野菜の他にも、手作りの高菜漬や梅
干し等がけっこう人気のようです。
売り切れ次第終了してしまいますのでお
早めに！

JA北九大蔵女性部朝市

小倉方面からですと、大蔵2丁目交差点を
左折してすぐ右手にあります。駐車場敷地
内で開催しています。開催時間よりも30
分程度早めに開始して、10：00頃にはほと
んど売れてしまうとの事ですので、ご注意
ください。

平松とれとれ朝市

売り切れ次第で終了の朝市。
旬の魚がいっぱい。
※雨天決行ですが、悪天候により水揚げ
が少ない場合があります。
※開催日時については、変更されること
があります

売り切れ次第で終了の朝市。
旬の魚がいっぱい。
※雨天決行ですが、悪天候により水揚げ
が少ない場合があります。
※開催日時については、変更されること
があります

長浜朝市

若松区若松区 戸畑区・八幡東区・小倉北区戸畑区・八幡東区・小倉北区








































