
実施事業内容

Ⅰ．公益事業

１．新商品開発事業

久留米地域で培われてきた、技術や原材料を利用した、新商品の開発を行いました。

　 （１）地場産品を利用した新商品開発

久留米市イメージキャラクターくるっぱのデザインを使用した、もなかを開発しました。

商品名 ほとめくるっぱ

内容 国産米粉と八女産抹茶を使用したもなか　６個入り

価格 １，０８０円

２．需要開拓事業

（１）「インターナショナル・ギフトショー」への出展

開催場所 東京ビッグサイト

開催日 平成３０年２月７日（水）～９日（金）

出展品目 ４社　約１５０点（久留米絣、イ草、はんてん２社）

商談件数 １３２件　　

商談成立件数 ４９件（予想商談額　１５，７１０千円）

来場者数 １７３，３３４人

（２）「かすりすと」プロジェクト

会報誌発行 かすりすと　ＮＯ．２２

発行日 平成２９年１０月

配布件数 １，４６６件（かすりすと会員）

地場産品の商談を行いました。

消費者や、流通業者を対象に、物産展や、商談会、各地で実施されるイベント等へ

国内で最大級の商談会、「東京インターナショナル・ギフトショー春２０１８」に出展し、

久留米絣をこよなく愛し、その普及のために口コミ宣伝や、仲間づくりに積極的に

積極的な参加を行い、地場産品の普及と需要の拡大を図りました。

取り組む人、「かすりすと」を通じて、久留米絣のＰＲ・普及を行いました。



会報誌発行 かすりすと　ＮＯ．２３

発行日 平成３０年３月

配布件数 １，４８７件（かすりすと会員）

（３）筑後の酒振興事業

するとともに、酒の需要拡大を図る予定でしたが、台風の影響により中止となりました。

イベント名 筑後SAKEフェスタ ２０１７

開催場所 久留米シティプラザ六角堂広場

開催日 平成２９年９月１６日（土）～１７日（日）

内容

地域の食の提供

（４）いい日地場産の日の開催

開催場所 久留米地域地場産業振興センター　２階

開催日 毎月１１日（３月を除く）

展示即売

体験教室

干支（戌）、梅の花コースター

来場者数 １，３４０人（延べ人数）

（５）地場産ＰＲ事業

久留米地域のイベント等で制作される、チラシ等へ記事の掲載協力を行いました。

記事協力等 水の祭典久留米まつり、花火動乱蜂、長門石ゴルフ場開場記念

福岡県商品カタログ、魅知の旅（福岡県観光連盟）

道の駅くるめ開駅記念等

（６）各種物産展への出展

キ ー ホ ル ダ ー , 葡 萄 の ブ ロ ー チ 、 シ ョ ル ダ ー ポ ー チ 、 招 き 猫 、

全国各地で開催される、物産展や、イベント等に積極的に出展し、地場産品の

ミ ニ ポ ー チ 、 テ ィ ー マ ッ ト 、 金 魚 の モ ビ ー ル 、 小 バ ッ ク 、 人 形 の

毎月１１日（いいひ）を地場産の日に定め、地場産品の割引販売や、製造業者による

特産品即売コーナー（絣、ラーメン、菓子、木工芸品等）、さわやか市

直接販売を行うとともに、地場産品を使った体験教室を実施しました。

野菜販売、手作りパン販売

「筑後ＳＡＫＥフェスタ」を開催することにより、久留米地域の酒の魅力を広くＰＲ

筑後地区酒類製造業者１９社による酒の飲み比べと酒の販売、久留米



イベント名 第６３回小金井桜まつり

開催場所 東京都立小金井公園（東京都小金井市）

開催日 平成２９年４月１日（土）～２日（日）

売上 １４５，０２３円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、籃胎漆器、ラーメン、くるっぱ製品、お酒

イベント名 じばさん春まつり

開催場所 山口・防府地域工芸・地場産業振興センター及び周辺

開催日 平成２９年４月８日（土）～９日（日）

売上 ２４，４８０円

出展品目 お菓子、ラーメン

イベント名　 第２０回久留米つつじマーチ

開催場所 久留米市中央公園

開催日 平成２９年４月１５日（土）～１６日（日）

売上 ２６８，２００円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、ラーメン

イベント名　 全国公立文化施設協会久留米大会

開催場所 久留米シティプラザ

開催日 平成２９年６月８日（木）～９日（金）

売上 ４０，５１２円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、ラーメン、雑貨

イベント名 筑後地方保育事業研究大会

開催場所 久留米シティプラザ

開催日 平成２９年７月２日（日）

売上 ３４，８４４円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、ラーメン、くるっぱ製品

イベント名　 暑気払い!!２０１７夏の夕べ（財界九州）

開催場所 ホテルニューオータニ博多（福岡市）

開催日 平成２９年７月２１日（金）

売上 展示のみ

エ.

カ.

オ.

ア．

イ.

ウ.

PRと普及を行いました。



出展品目 久留米絣製品、お菓子、籃胎漆器、お酒、椿製品

イベント名　 第５３回郡山うねめまつり物産展

開催場所 ＪＲ郡山駅西口駅前広場（福島県郡山市）

開催日 平成２９年８月４日（金）～５日（土）

売上 ３１，９４９円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、ラーメン

イベント名　 じばさん三重開館30周年記念「感謝セール」

開催場所 じばさん三重　名品館（三重県四日市市）

開催日 平成２９年８月５日（土）～６日（日）

売上 ４７，３４０円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、ラーメン

イベント名 クロス10開館35周年記念「全国地場産品交流展」

開催場所 十日町地域地場産業振興センターおみやげ館（新潟県十日町）

開催日 平成２９年８月１２日（土）～２７日（日）

売上 ４６，０４０円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、籃胎漆器、ラーメン

イベント名 こおりやま産業博

開催場所 ビッグパレットふくしま（福島県郡山市）

開催日 平成２９年１０月７日（土）～８日（日）

売上 １８５，９６６円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、籃胎漆器、ラーメン、八女茶

イベント名 筑後川のめぐみフェスティバル

開催場所 福岡市役所ふれあい広場（福岡市）

開催日 平成２９年１０月１４日（土）～１５日（日）

売上 ６５，０００円

出展品目 お菓子

イベント名 ユートリー開館２５周年記念　じばさんまつり

開催場所 八戸地域地場産業振興センター

開催日 平成２９年１０月２８日（土）～２９日（日）

売上 ７５，４０１円

ケ.

サ.
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出展品目 久留米絣製品、お菓子、ラーメン、八女茶

イベント名 第４７回久留米ちくご大歌舞伎

開催場所 久留米シティプラザ

開催日 平成２９年１１月４日（土）

売上 １５５，０００円

出展品目 お菓子

イベント名 デザインプラザHOFU　じばさんフェア2017

開催場所 デザインプラザHOFU　（山口県防府市）

開催日 平成２９年１１月１１日（土）～１２日（日）

売上 ５９，１５５円

出展品目 お菓子、ラーメン、久留米織

イベント名 「じばさんフェア2017」-地場産業を体感しよう-

開催場所 福山市ものづくり交流館（広島県福山市）

開催日 平成２９年１１月１１日（土）～１２日（日）

売上 １４，９００円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、籃胎漆器、ラーメン

イベント名 ＪＲ九州ウォーキング

開催場所 方光寺浄水場（久留米市山本町）

開催日 平成２９年１１月１２日（日）

売上 ３９，０８８円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、ラーメン

イベント名 久留米フェスティバルin天神

開催場所 福岡市役所ふれあい広場（福岡市）

開催日 平成２９年１１月２３日（祝・木）

売上 １３０，２３７円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、籃胎漆器、ラーメン、お酒

イベント名 都城道の駅創業祭

開催場所 都城道の駅

開催日 平成２９年１２月９日（土）～１０日（日）

売上 １５，０００円

ツ.

セ.

チ.

ス.

ソ.

タ.



出展品目 お菓子

イベント名 「みる、きく、そうぞうする　機巧と絣」

開催場所 久留米シティプラザ

開催日 平成３０年１月７日（日）

売上 ７，５６０円

出展品目 久留米絣製品

イベント名 福岡市乗り込み型　久留米キャンペーン

開催場所 福岡市ソラリア天神（ライオン広場）

開催日 平成３０年２月１６日（金）

売上 ４９，２２０円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、ラーメン

イベント名 南薩物産展

開催場所 南薩地域地場産業振興センター（鹿児島県枕崎市）

開催日 平成３０年２月１６日（金）～１８日（日）

売上 １０，８００円

出展品目 久留米絣製品、お菓子、ラーメン

イベント名 日田玖珠お雛様まつり

開催場所 日田玖珠地域地場産業振興センター（大分県日田市）

開催日 平成３０年３月３日（土）～４日（日）

売上 ８，２６０円

出展品目 お菓子、ラーメン

（７）市庁舎内展示事業

（8）伝統産業振興事業

フェスティバルなど各種イベントでPRしました。

公式サイトの見直しを行いました。

久留米市役所１階ロビー内に設置している、地場産品展示コーナーにおいて、

テ.

ナ.

ニ.

伝統工芸品の情報発信の強化を図ることにより、販路開拓へ繋がることを目的に

あるキリバス共和国をイメージした久留米絣の着物の製作を支援し、藍・愛・で逢い

世界から注目される２０２０年東京オリンピックに向け、日本と同じく太平洋の島国で

ト.

地場産品や、伝統工芸品を展示しました。



３．情報収集提供事業

（１）インターネットの利用

売上 件数　４６件（昨年度９６件）　　金額　３７３，９４０円（昨年度５７８，１００円）　　　　　　　

（２）情報収集の整理

新聞や、雑誌等の購読により、情報の収集を行いました。

４．久留米絣振興事業

伝統的工芸品である久留米絣・筑後和傘の振興、支援を行いました。

（１）資料館の充実

（２）「藍・愛・で逢いフェスティバル」とのタイアップ事業

開催場所 久留米地域地場産業振興センター

開催日 平成３０年３月１７日（土）～１８日（日）

来場者数 ２７，５００人

（３）久留米絣振興事業

しました。

イベント名 久留米絣の世界展～いまも　むかしも　これからも～

開催場所 (株)京王百貨店・新宿店（東京都新宿区）

開催日 平成２９年１１月２３日（木）～２９日（水）７日間

来場者数 １１，０００人

売上 ４，３４０，０００円

久 留 米 絣 資 料 館 に お い て 、 絣 資 料 等 の 展 示 を 行 う と と も に 、 製 造 工 程 の

具体的には、このフェスティバル開催に合わせて、絣手織り教室、絣小物作り教室、

東京で開催された、展示会（久留米絣協同組合主催）の 経費の一部を 負担

説明や、絣手織りの実演体験を行いました。

絣でハイ・ポーズを行いました。

地場産くるめのショッピングサイトにおいて、地場産品のPR・普及を行いました。

久留米絣のPR・普及を目的に開催された、「藍・愛・で逢いフェスティバル」を

積 極 的 に 支 援 し ま し た 。



（４）筑後和傘の振興事業

城島で製作されている和傘の製作技術を伝承するために、和傘を購入し展示PR

を行いました。

５．連携中枢都市圏事業

（１）大阪物産展

開催場所 せんちゅうパル南広場（大阪府豊中市）

開催日 平成３０年３月１０日（土）～１１日（日）

出展品目 久留米絣、お菓子、籃胎漆器、八女茶等

来場者数 ２０，０００人

売上 ６６５，２６４円

（２）福岡物産展

開催場所 天神地下街イベントコーナー

開催日 平成３０年２月２１日（水）～２２日（木）　

出展品目 久留米絣、お菓子、籃胎漆器、筑後の酒等

来場者数 １８，０００人

売上 １，０４６，１７１円

６．地場産品展示普及事業

（１）JR久留米駅店

品の需要拡大を図りました。

売上ベスト５

くるめんべい（大） 単価

くるめんべい（小） 単価

えんどう豆かりんとう 単価

大砲ラーメン（４食入り） 単価

９，３９６袋

１，６１８箱

５，０９７箱

５４０円

３２４円

久留米地域の魅力の発信とＰＲを目的に、大阪と福岡で物産展を行いました。

７，３３５箱

２，９１２，４００円

「 JR久留米駅店」では、季節や、行事等に合わせた店頭販売を行うとともに、

九州北部豪雨の災害復興支援のため、朝倉市の商品の販売を行いました。また、久

留米シティプラザ等で開催される、コンベンション等に合わせた品揃えを行い、地場産

１，８００円

３，０４４，３０４円

JR久留米駅店、地場産くるめ本店、道の駅くるめにおいて、地場産品の展示、販売を

３，９６０，９００円

１，０８０円 ５，５０４，７６０円

行 い ま し た 。



大砲ラーメン（２食入り） 単価

売上 １０５，４８４，９４７円（前年度９７，７５５，２３３円　前年度比１０８％）

（２）地場産くるめ本店

売上ベスト５

くるめっ娘（１０食入り） 単価

くるめんべい（大） 単価

籃胎漆器丸箸 単価

くるめんべい（小） 単価

大砲ラーメン（４食入り） 単価

売上 ２５，１２１，７８９円（前年度２７，７４６，０９４円　前年度比９１％）

（３）道の駅くるめ

マイカーの利用者が多く訪れる「道の駅くるめ」では、久留米ラーメン、はんてん

生地を生かしたエプロン、もんぺ、お菓子等の地場産品を販売しました。

売上ベスト５

エプロン 単価

ドビーもんぺ 単価

大砲ラーメン（４食入り） 単価

久留米ラーメン（2食入り） 単価

大砲ラーメン（２食入り） 単価

売上 １２，８６８，０４７円（前年度１２，３３６，７５５円　前年度比１０４％）

（４）地産地消推進と地場産品の普及

売上 ３０，１８４，６３６円（前年度４２，８６２，４２２円　前年度比70％）

９００円 ５５０箱

３２２箱 ５３２，９１０円

３１３円

４５４，８５０円

１，７２８円 ３１８箱 ５４９，５０４円

１，０８０円 ４３８箱 ４７３，０４０円

２，５００円

３７４，１１２円

２，７６５，７００円

４８２，４４７円１，６８１箱

４３３膳

５７０，１５２円

５４０円 ６００箱 ３２４，０００円

１，５２２円

販 売 し ま し た 。

「地場産くるめ本店」では、販売面積の広さを生かし、久留米絣のブ ラウス、

３，０７３箱

１，８００円

５５０，２００円

２４８着

各団体等で行われるイベント等に地場産品の提案を行い、需要拡大を図りました。

９００円

１４５箱 ２６１，０００円

久留米市が実施する、「ふるさと納税」の記念品に地場産品の採用を促し、

地場産品の普及を行いました。また、東京都新橋に開店した福岡久留米館や、

シ ャ ツ 、 籃 胎 漆器 、は ん て ん 生 地を 生か し た 作務 衣、 お菓 子等 の地 場産 品を

８６４円

３９３着

１，８００円



Ⅱ．収益事業

１．貸館、貸室事業

（１）施設利用者のニーズ把握と改善

等の塗替えを行いました。

（２）施設、備品等整備と機能向上

総合展示場

使用延日数 １４６日（前年度１６７日　前年度比８７％）

使用料 ２７，８９２，５００円（前年度２９，７１６，０００円　前年度比９４％）

会議室

使用延日数 ５５３日（昨年６５２日　昨年比８５％）

使用料 ３，９２１，３５０円（前年度３，８４７，０６０円　前年度比１０２％）

研修室

使用延日数 ８３日（昨年９２日　昨年比９０％）

使用料 １，１９６，９００円（前年度１，２４６，２００円　前年度比９６％）

２．喫茶事業

来館者の休憩スペースとし開放し、情報コーナーとして、来館者に情報を提供

しました。

に利用できるように努めました。

施設利用者の意見や要望をくみ取り、2階ロビー・廊下、事務所、１階展示場搬入口

総合展示場、会議室、研修室の貸出を行いました。

総合展示場、会議室、研修室の利用後に、確実に点検を行い、次の利用者が快適



評議員会・理事会

評議員会

第１回開催 平成２９年６月２９日（木） 

第１号議案 平成２８年度事業報告及び財務諸表について

第２号議案 評議員の選任について

第３号議案 理事の選任について

第４号議案 監事の選任について

報告 平成２９年度事業計画及び収支予算について

第２回開催　　 平成３０年３月１２日（月）

第１号議案 評議員の選任について

第２号議案 理事の選任について

第３号議案 監事の選任について

理事会

第１回開催　　 平成２９年５月３１日（水）　

第１号議案 平成２８年度事業報告及び財務諸表の承認について

第２号議案 評議員会の開催について

報告 理事長及び専務理事の職務の執行状況について

第２回開催 平成２９年６月２９日（木）　

第１号議案 理事長・副理事長（2名）及び専務理事の選任について

第３回開催 平成３０年３月７日（水）　

第１号議案 評議員会の開催について

第４回開催 平成２９年３月１５日（木）　

第１号議案 理事長の選任について

第５回開催　　 平成３０年３月２９日（木）　

第１号議案 平成３０年度事業計画（案）及び収支予算（案）等について

第２号議案 評議員会の開催について

報告 当財団常勤役員の報酬改定について

当財団職員の給与等に関する規程の一部改正について

理事長及び専務理事の職務の執行状況について


