
2017 年 4 月 4 日現在（内容は変更になる場合があります。） 

2017 年 4 月 15 日（土）開催 相島！春フェスタ 
今年も島おこしの一環として、ハイキングや漁船クルージング、新鮮な魚介類の販売等、相島の魅力を盛り込

んだイベント「相島！春フェスタ」を開催します。 

また、今年は第 37 回全国豊かな海づくり大会福岡大会のプレイベントとして、稚魚放流や海の生き物にふれ

合えるイベントなども併せて実施いたします。 

 

＜日時＞ 

 平成２９年４月１５日（土）  

 ※雨天の場合の判断は、前日の１４時以降に「新宮ｎａｖｉ」、「しんぐうよかとこ探検隊 facebook」などで

お知らせいたします。 

 

＜共催＞相島ドリームワークス・若潮の会・相島桜槿会・相島歴史の会・ 

第３７回全国豊かな海づくり大会福岡県実行委員会 

＜後援＞新宮町おもてなし協会・相島区・新宮相島漁業協同組合 

＜会場＞新宮相島漁協付近 他 

① 野外コンサート 

＜イベントの概要＞ 

１．時間  １０時００分から１７時００分まで 

２．場所  新宮相島漁協 特設野外ステージ 

３．内容 

・アマチュアバンドによるフォークやロック、大正琴の演奏でイベントを盛り上げます。音楽を聴きながら

離島に流れるゆっくりとした時間と雰囲気をお過ごしください。 

スケジュール（予定） 

  9:30～ 第 37 回全国豊かな海づくり大会 福岡大会 リレー放流開会式 

10:40～ オープニング （主催者あいさつ、出店紹介など） 

11:00～ Ｃａｓｈｕ 

11:40～ クラシックス（仮称） 

12:20～ ＲＯＢＩＮ′Ｓ 

13:00～ 射手座 

13:40～ ＵＯＯＥＹ 

14:20～ ＪＢＬ 

15:00～ フォトコンテスト表彰 

15:20～ 美ら風（ちゅらかじ） 

15:40～ 潮音 

16:00～ 相島青春バンド 

16:40～ 主催者お礼のあいさつ 

 

 

 



② 第３７回全国豊かな海づくり大会 福岡大会 リレー放流 （ 無料 ）  

時間：9:40～ （漁協付近にて）  

内容：記念式典終了後、地元児童などによるカサゴの稚魚放流を行います。 来島者の皆様も稚魚の放流をす 

ることができますので、イベント参加の思い出と豊かな海になることを願 って参加しませんか。 

 

③ 相島！島めぐりツアー （事前に申込が必要です。4/14(金)13：00 まで受付） 

＜イベントの概要＞ 

１．時間 

９：３０～１５：３０ 

２．場所  渡船待合所前 

３．内容 

・渡船待合所前からから中学生のガイドにより史跡や絶景ビューポイントへご案内します。 

募集定員：それぞれ１５名 

【相島満喫１周コース】  

９：３０～（所要時間：約２時間３０分～３時間）  

順路：若宮神社→龍王石→金比羅神社・ヤブサブロウ様→オリーブ公園→太閤潮井の石→ 

→滝の段→積石塚古墳群→漁協前 

  【歴史にふれる半周コース】  

①  ９：３０～（所要時間：約１時間４０分～２時間） 

② １３：１０～（所要時間：約１時間４０分～２時間） 

順路：ミキモト→相島分校（髙妻神社）→山の観音堂→太閤潮井の石→滝の段→ 

→積石塚古墳群→漁協前  

４．ご予約方法 電話(092-981-3470)又はホームページにて予約を受付中です。 

 

④ 漁船クルージング （事前に申込が必要です。4/14(金)13：00 まで受付） 

＜イベントの概要＞ 

１．時間  ８時３０分から１５時３０分まで 

２．場所  島の駅「あいのしま」前船着場 

３．内容 

・漁船で相島を一周し、島の裏側や断崖、間近で見るめがね岩など、普段見ることのできない海からの景観

をお楽しみいただけます。 

（１）時刻表 

※所要時間は約 40 分です。 

出港時刻 

共興丸（定員 6名） ①8:30～②9:20～③10:10～④11:00～⑤12:50～⑥13:40～⑦14:30～ 

日光丸（定員 7 名） ①8:50～②9:40～③10:30～④11:20～⑤13:10～⑥14:00～⑦14:50～ 

※各便とも最小催行人数は２人となります。 

※漁船ごとに定員が違いますので、乗船人員の調整をさせていただく場合があります。 

※事前申込の際に乗船希望の時刻をお伝えください。（先着順となります） 



※お手洗いなどは事前にすませてください。 

（２）料金 

大人 一人 1,000 円 （小学生、中学生は 500 円。但し、保護者同伴のみ乗船可） 

（３）その他 

クルージングの受付にて、料金の受領の際に乗船券を配布いたします。 

当日の天候により航路を変更する場合があります。あらかじめご了承願います。 

４．ご予約方法 電話(092-981-3470)又はホームページにて予約を受付中です。 

 

 

⑤ おもてなしコーナー（地元料理や特産品の販売など） 

＜イベントの概要＞ 

１．時間  １０時から１７時まで 

２．場所  新宮相島漁協付近 他 

３．内容 

軽食や相島の地元料理、特産品などの販売を行います。（内容は変更になる場合があります） 

＜出店会場（予定）＞ 

●新宮相島漁協付近 

・若潮の会（サザエ、イカなどの海鮮焼き） 

・ココペリＢａｒ（アルコール、おつまみなど） 

・ナオミキッチン（イカ焼きそば、綿菓子など） 

・相若丸（相島バーガー、ホットドッグなど） 

・やきとり くら（焼き鳥、アルコールなど） 

・ピッコロ（カレーライスなど） 

・ニビシ（味噌汁の試食、味噌、醤油など） 

・Ｔａｃｈｉｂａｎａ  Ａｌｌ  Ｐｏｗｅｒｓ（竹灯籠など） 

●渡船乗船口付近 

・大黒丸（串天ぷら、甲イカの刺身など） 

 

⑥ 漁師のいけま売り 

＜イベントの概要＞ 

１．時間  １０時から１５時まで 

２．場所  新宮相島漁協付近 

３．内容 

・漁船の「いけま（生け簀）」から直接活魚を販売します。 

・販売予定の魚種は「甲イカ」、「タコ」、「カワハギ」、「ヤズ」、「アナゴ」など、現在シーズンである甲イカ

籠漁で獲れる魚を主に販売します。 

 

 

 

 



⑦ お魚つかみどりコーナー 

＜イベントの概要＞ 

１．時間  １０時から１４時（魚がなくなり次第終了します） 

２．場所  新宮相島漁協付近 

３．内容 

対象者：先着４０組（２人１組とします） 

  料 金：１組あたり１，０００円 

制限時間：３分間 

捕獲限度：なし 

服 装：濡れたり、汚れたりしても良い服装でお願いします。（軍手、タオル等は主催者側で用意します） 

その他：魚の持ち帰り用の容器はありませんので、ご了承願います。（ビニール袋のみ配布） 

  ※漁の都合により、内容が大幅に変更になる場合があります。 

 

⑧ フォトコンテスト 

＜イベントの概要＞ 

１．時間  ９時００分から１６時まで （※表彰式：１５時から） 

２．場所  新宮相島漁協付近 

３．内容 

・相島内で撮影した作品限定とさせていただき、イベント当日に審査、表彰します 

＜応募期限＞４月５日（水）必着。 ※当日の持ち込みは受け付けません 

＜テーマ＞「あいのしま」 題材は自由 季節感についても問いません 

＜応募方法＞ 

・２Ｌ以上 サービス四つまで（キャビネ、六つ切り、八つ切り、Ａ４可） 

・作品は、お一人２作品まで（組写真は不可）とし、応募用紙に必要事項をご記入のうえ、作品に添付して

応募・出品ください。（郵送の場合は、氏名、タイトル、撮影日時をご記入の上） 

＜選 考＞新宮相島漁協荷捌所において作品を展示し、審査は投票制とし、最多得票数から順を決定します 

＜ 賞 ＞様々な賞を予定しております 

＜作品に対する投票について＞ 

・投票会場：フォトコンテスト会場 

・投票時間：9：00 ～ 14：00 

＜応募作品について＞ 

・応募作品はお一人２作品まで（組写真は不可） 

・作品は、桜槿会に帰属するものとして、作品の返却は行いません 

・応募作品、受賞作品は、応募と同時に著作権、版権を桜槿会事務局へ委譲、帰属するものとして扱わせて

いただきます 

・出品作品はフェスタ終了後、新宮町あるいは新宮町の発行する刊行物類に掲載及び、島内各所に掲示させ

ていただくものとします 

また、応募の際にご記入いただいた個人情報については桜槿会が全てをもって管理し、他への流出、漏

洩のないよう管理・処分させていただきます 

・応募作品は、未発表のものに限ります。同一または類似作品が規模の大小に関わらず、他のコンテストな



どに応募中または応募予定、あるいは過去に入賞している画像が確認できる作品は応募できません。た

だし、応募者本人の制作による市販目的のない出版物や本人のホームページに掲載した作品、審査のな

い写真展に出品した作品は応募できます 

・被写体の肖像権侵害等の責任は負いかねます。万一、第三者と紛争が生じた際は、応募者自身の責任と費

用負担によって解決していただきます 

・応募者本人が撮影し、すべての著作権を有しているものに限ります。他人の名前を使用した場合は失格に

なります 

・応募作品の取扱いには十分注意しますが、汚れ、破損等、万一の事故に対する責任は負いかねますのでご

了承ください 

〈個人情報に関する管理について〉 

応募票に書いていただくご住所やお名前等の個人情報は、コンテストを運営するために必要な範囲で使用

させていただきます。また、応募票はコンテスト以外に使用することはなく、コンテスト終了後責任を持っ

て管理処分いたします 

★コンテスト及び写真展についての管理責任は、相島 桜槿会（あいのしま おうきんかい）が負うものと

します。 

※春フェスタ中止の場合 

・作品の審査、展示についても同様の措置を取らせていただきます。また、荒天などにより渡船欠航の場合

や第三者による不可抗力発生の場合も同様の中止措置を取らせていただきます。 

＜作品応募先＞ 

・作品は相島渡船待合所に直接お持ちいただくか、郵送してください 

 〒811-0118 福岡県糟屋郡新宮町大字相島 1382-2  

相島渡船待合所内 「相島春フェスタ」事務局 

（郵送にかかる切手代は、応募者でご負担願います） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





⑨ 古代史セミナー （事前に申込が必要です。4/14(金)13：00 まで受付） 

⑩ ＜イベントの概要＞ 

１．時間  １２時４５分から１５時３０分（終了予定）まで 
２．場所  相島きずな館 

３．内容 

「相島・積石塚群から平安瓦まで～陸から海へ～」をテーマに、西谷 正 氏（海のみち むなかた館長）

による講演・セミナーを開催します。また、研究発表や平安瓦発見者による経緯説明など、相島のロマン

あふれる歴史やその謎に迫ります。 

  定 員 ５０名 

  参加費 １，０００円（資料代他） 

 

⑩ 相島の猫のポストカードプレゼント 

＜概要＞ 

１．時間  １０時から 

２．場所  丸山食堂 

３．内容 

相島の猫を撮影した可愛いポストカード（2枚 1組）を先着 100 名様に無料で配布します。 

 

⑪ タッチングプール （無料） 

＜概要＞  

１．時間 １０時から  

２．場所 漁協付近  

３．内容 全国豊かな海づくり大会のプレイベントとして実施します。 浅い水槽に入れた海の生き物を実際に触

れられるコーナーで、図鑑や水族館で見るだけでは分から ないことが体感できます。  

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ・申込先＞ 

 ○新宮町おもてなし協会 

電話：０９２－９８１－３４７０ ※受付時間 平日の 8:30～17:00  
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