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■ 企業団・構成団体の動き
●福岡地区水道企業団議会議員（糟屋地区）の退任・就任
み す み

第３区（糟屋地区）から選出されていた三
しんとう

よ し と

良人議員

けいいち

（須恵町議会議長）及び 進藤 啓一議員（粕屋町議会議長）
が，平成２８年５月３１日付で企業団議会議員を辞職され，
ゆ う き

ひろあき

後任として推薦された結城 弘明 議員（古賀市議会議長）
あ

べ

かん じ

及び阿部 寛治 議員（篠栗町議会議長）が，同年６月１日
付で企業団議会議員に就任されました。
＜議会・監査等担当主査
●浄水場社会科見学で「まみずピア」をＰＲ

君村＞

結城 弘明 議員

（6/14（火）

阿部 寛治 議員

宇美町山の内浄水場）

（宇美町から投稿いただきました）
宇美町立宇美東小学校の４年生５０人が社会科見学で山の内浄水場を訪れました。
子どもたちは，山に降った雨が水道水となって家庭や学校の蛇口から出てくるしくみや安全でおい
しい水を提供するために浄水場の職員がどのような仕事を行っているか，宇美町の全人口の水をまか
なうために筑後川からも水をいただいていることなどを学びました。
また，海水淡水化センター「まみずピア」を紹介するとともに，海淡水と水道水の飲み比べを行い
ました。
問い合わせ先

宇美町

上下水道課

TEL

092-934-2224

E-mail

FAX

092-933-7512

jyougesui@town.umi.lg.jp

どっちの水が「海淡水」かな？
しっかり味わってみて。

着水井を覗き込む子どもたち
「こんなにたくさんの水が流れ込んで来ているんだ！」

●「水」ソムリエ選出テストを行いました

（6/23（木）

水質センター）

水ソムリエ（ボトルウォーター審査員）は，海水淡水化水ペットボトルの味の検査（官能検査）を
行うために，企業団独自のルール（五味識別テスト※１，水の識別テスト ※２）で認定しています。
今年度は１９人が受験し，１０人が合格しました。
五味識別テストでは，８杯の試験水を飲み比べて，五味 （甘味，塩味，酸味，旨味，苦味）と無味溶
液（３杯）を選別します。「塩味」と「旨味」に悩まされた人が多かったようです。試験水は「極薄い

味」になるように調整していますので，
「すごく薄い昆布だし(旨味水)」と「すごく薄い食塩水(塩味
水)」が同じように感じたのだと思います。
ボトルウォーター審査方法等に興味のある方は，水質センターへお問い合わせください。
＜水質センター

重岡＞

※１ 五味識別テストの合格基準 ・・・・ ５種類の味（甘味，塩味，酸味，旨味，苦味）が３種類以上,
かつ無味溶液が２つ以上正解者
※２ 水の識別テストの合格基準 ・・・・ ３種類の水の味が区別でき，コメントが適正な者

微妙な味の違いを何度も確認する受験者

選出テストに使用した用品

●平成２８年度福岡地区水道企業団ブロック担当者会議【開催しました】
６月１５日（水）宗像ブロック（宗像地区事務組合）
６月２１日（火）糸島ブロック（糸島市）
６月２７日（月）糟屋ブロック（古賀市，宇美町，志免町，須恵町，粕屋町，篠栗町，久山町，新宮町）
６月２８日（火）福岡ブロック（福岡市）
６月２９日（水）筑紫ブロック（大野城市，筑紫野市，太宰府市，春日那珂川水道企業団）
構成団体の５つのブロックに企業団職員が訪問し，構成団体の水道担当課長及び担当者に対して企
業団事業の概要説明を行うとともに意見交換を行いました。
＜総務課

６月２１日（火）
糸島ブロック

６月２７日（月）
糟屋ブロック

６月２８日（火）
福岡ブロック

志藤＞

【企業団からの説明事項】
１ 経営比較分析表，財政収支計画，用水供給料金について
２ 平成２８年度国庫補助事業及び関連事業について
３ 水源開発等の進捗状況について
４ 福岡導水施設における管内調査の実施結果について
５ 福岡地区水道企業団新水道ビジョン策定について
６ 宗像地区事務組合の受水地点の変更について
７ 寒波で発生した漏水事故に関する福岡地区水道企業団の対応について
８ 管路整備事業の推進について
９ 牛頸浄水場の浄水処理強化に向けた取り組みについて
10 水質管理目標の達成状況及び今後の水質基準等の改正について
11 交流事業及び広報について

■ 水源地域との交流事業，構成団体・水源地域の主なイベント
実施レポート
●「朝倉の揚水車群」が稼働開始しました

（6/17（金）

朝倉市）

６月１７日（金）に山田堰通水式が行われました。
けいしゃせき とこしきいし ばりぜき

山田堰は，筑後川の水を斜めにせき止めた「傾斜堰床式石張堰」で，筑後川の水を堀川用水（本線
約１１km）により，６５２ha の水田に導流させている建造物です。
当日は，水神社での神事のあと，境内地下にある水門が開門され，約２km 離れた水車群に筑後川の
水が到達し，夏の風物詩である朝倉の揚水車群が稼働開始しました。
実働する日本最古の水車として全国的にも有名な「朝倉の揚水車群」は，堀川用水とともに平成２
年に国の史跡に指定され，三連水車１基と二連水車２基が，約３５ha の農地を潤しています。
回る水車は，水稲の作付期間である６月１７日から１０月中旬まで見ることができます。
また，８月１３日～１６日の期間中，三連水車がライトアップされます。
この機会に，朝倉市に出かけてみてはいかがでしょうか！
＜総務課交流広報係長
問い合わせ先

山田堰土地改良区

TEL

0946-52-0531

ひしゃく

ゆっくりと回り始めた水車に
「頑張れ！」と声をかける園児たち

水車に取り付けられた柄杓で
水が汲み揚げられます

川谷＞

●魚霊祭【開催されました】

（7/3（日）

久留米市安武町）

筑後大堰付近から筑後川下流域の漁業者で構成されている下筑後川漁業協同組合の主催で，エツを
はじめとした筑後川の魚の供養のため「魚霊祭」が行われました。
ひらかわ

当日は，国土交通省，福岡県，久留米市，その他関係者約４０人が参加し，当企業団からも平川
さ と み

かわ さき

たかし

里美 施設部長，川﨑 孝 計画課長が出席しました。
その後，同漁協中間育成センターが種苗生産している有明海の特産魚エツの稚魚を子どもたちとい
っしょに放流しました。
＜計画課

魚霊祭

エツ稚魚の放流

7 月，8 月の予定
●甘木祇園山笠【お出かけください】

（7/13（水）～7/15（金）

朝倉市甘木）

（朝倉市から投稿いただきました）
約３００年の伝統を持つ須賀神社の祇園祭，夏祭り
の一環として行われ，慶長から江戸初期にかけて始ま
りました。
そもそもは疫病流行に際し，神輿を造り，御神体を
遷して町中を練りまわしたことが始まりといわれてい
ます。
現在の山笠神事は，７月１日のお汐井どりに始まり，
１３日には子どもの樽神輿が町中を練り歩き，１５日
「甘木祇園山笠」追い山の様子

には「追い山」が町中を威勢よく曳まわります。高さ
３ｍの曳山笠（台車の付いた山）２台の勇壮さは圧巻です。

７月１０日からは境内に高さ１０ｍ余りの飾り山が公開され，祭り気分を盛り上げます。
日

程

平成２８年７月１３日（水）～１５日（金）
・１０日（日）

会

場

問い合わせ先

飾り山公開

・１３日（水）１４：３０～

子ども樽神輿

・１５日（金）１４：００～

追い山

須賀神社（朝倉市甘木８７３－５）
須賀神社

TEL

0946-22-2249

江頭＞

●老松様の麦餅つき祭（大分県選択無形民俗文化財）【お出かけください】
（7/15（金）

大分県日田市中津江村）

（日田市から投稿いただきました）
ふんどし姿の氏子たちが樫の木の長い棒を使って勇壮に麦餅を突き上げていく，非常に迫力のある
お祭りとなっています。
【老松様の麦餅つき祭りとは？】
始まりは鎌倉時代。三国山のふもとにある鬼戸ヶ獄に
凶暴な賊が住んだのがことの始まりです。彼らは村々を
荒らし，村人が征伐に向かっても討つことができません
おおとも

よしなお

でした。村人たちが西国受領の大友 能直にこのことを訴
は

せ

べ

むねとし

えると，そこで討伐を命じられた長谷部 宗俊が，宮園神
社に戦勝祈願をして討伐に向かいます。そして激しい戦
いの末に賊の大将を討ち，めでたく凱旋したのです。
この戦勝は宮園神社の御加護によるものであると，社
頭でお祭りをし，戦闘の状況を模して餅つきを行ったの
が，天福元年（１２３３年）７月１５日のことでした。
それからというもの五穀豊穣，家内安全，無病無災を
祈念したお祭りとして行われ，昭和１０年頃からは，新
暦の７月１５日に行われるようになり，７８３年間も続
麦餅つき祭りでの一幕。
「あばれづき」

く伝統行事となったのです。
日

程

平成２８年７月１５日（金）

会

場

宮園津江神社（日田市中津江村）

問い合わせ先

日田市中津江振興局
TEL

し

0973-54-3111

わ

●志波祇園山笠【お出かけください】
（朝倉市から投稿いただきました）

（7/16（土）～7/17（日）

朝倉市杷木）

７月１６日，須賀神社前に飾り山ができ，１７日に
山笠祭典が執り行われます。
日

程

平成２８年７月１６日（土）
～７月１７日（日）

会

場

志波須賀神社
（朝倉市杷木志波４８１６）

問い合わせ先

朝倉市商工観光課
TEL

0946-52-1428
「志波祇園山笠」の飾り山

く ぐ み や

●久喜宮祇園山笠【お出かけください】

（7/17（日）

朝倉市杷木）

（朝倉市から投稿いただきました）
元禄八年（１６９５年）に初めて山笠が作られ，
毎年地元の方々により輪番で祭られています。
祭りの形態としては，先頭に獅子，次に神輿，最後
に山笠となっており，珍しいものです。
日

程

平成２８年７月１７日（日）

会

場

杷木須賀神社
（朝倉市杷木若市２７５９番）

問い合わせ先

朝倉市商工観光課
TEL

0946-52-1428

●吉井祇園祭【お出かけください】

町内を練り歩く曳山

（7/21（木）～22（金）

うきは市吉井町）

（うきは市から投稿いただきました）
見事な飾り山笠，祇園囃子，夜店等でにぎわう夏の
一大風物詩です。勇壮華麗な山笠が建ち，多くの人々
が祇園囃子の調べに誘われて，夏の夜の涼を楽しみま
す。
皆様，お誘い合わせのうえ，是非お越しください！！
日

程

平成２８年７月２１日（木）
～７月２２日（金）
おみこしの出発１３：３０～

会

場

祇園神社，白壁交流広場

白壁交流広場にも見事な山笠展示

（うきは市吉井町）
問い合わせ先

うきは市観光協会
TEL

0943-77-5611

きりかぶ

●千年の森・下草刈り【開催されます】 （7/22（金） 大分県玖珠町伐株山）
筑後川上流域の大分県玖珠町伐株山の麓の「千年の森」
において，有明海に豊かな水が流れるように願い，玖珠町
キャラバン隊（事務局：玖珠町まちづくり推進課）の主催
により，水源林の下草刈りが行われます。
構成団体とともに企業団事務局からも職員が参加します。
参加申し込みいただいた方は，当日の作業よろしくお願
いします。
日

＜総務課
時

田子森＞

平成２８年７月２２日（金）
９：００～１３：００（予定）

開 催 場 所

大分県玖珠町伐株山

下草刈りの状況（昨年）

●日田祇園祭【お出かけください】

（7/23（土）～24（日）

大分県日田市隈・竹田，豆田地区）

（日田市から投稿いただきました）
約３００年の伝統を誇る日田の夏の伝統行事。疾病や風水害を
払い，安泰を祈念するこの祭りでは，絢爛豪華な山鉾が祇園囃子
の音色とともに隈・竹田地区，豆田地区の街並みを巡行します。
また，夜には提灯を飾り付けた優雅な「晩山」の巡行が行われ，
祭りは一気に最高潮に達します。
日

程

平成２８年７月２３日（土）
・２４日（日）

会

場

日田市隈・竹田地区，豆田地区

問い合わせ先

日田祇園山鉾振興会
TEL

※日田祇園山鉾集団顔見世

0973-24-6453
（7/21（木）

ＪＲ日田駅前）

隈・竹田地区４基，豆田地区４基の山鉾がＪＲ日田駅に一堂に
会します。
提灯を灯した「晩山」で開催される華麗な光景は必見です。
日

時

平成２８年７月２１日（木）１９：００～

会

場

ＪＲ日田駅前

問い合わせ先

日田市観光課

TEL

0973-22-8210

日田祇園祭の様子

●第９回高塚夏祭り【お出かけください】

日田祇園山鉾集団顔見世の様子

（7/24（日）

大分県日田市天瀬町）

（日田市から投稿いただきました）
毎年大好評の「魚のつかみ取り」や豪華景品の当たる
「お楽しみ抽選会」が行われます。
また，ステージイベントでは，
「子ども神楽」，
「昭和学園
高等学校バトン部演技」など予定しています。
楽しいイベントや美味しい屋台村などにぎやかです。
子どもたちの夏休みの思い出づくりに遊びに来てくださ
い。
日

時

平成２８年７月２４日（日）

「魚のつかみ取り」を
楽しむ子どもたち

９：００～１５：００
会

場

問い合わせ先

高塚愛宕地蔵尊第３駐車場
高塚まつり実行委員会

TEL

0973-57-9200

●吉野ヶ里歴史公園北口エリア開園記念イベント【お越しください】
（7/23（土）
・7/24（日）佐賀県吉野ヶ里町）
（吉野ヶ里町から投稿いただきました）
吉野ヶ里歴史公園の新規エリア「北口エリア」のうち，「大芝生広場」，「北口サービスセンター」，
「北口駐車場」が先行開園します。
７月２３日（土）
・２４日（日）にはオープニングイベントを開催。ステージショーや燃料電池車試
乗会，グルメ・縁日コーナーのほか，水風船や水鉄砲で遊べる水遊びコーナーで楽しめます。
新たなエリアの開園を楽しんでください！
問い合わせ先

佐賀県立吉野ヶ里公園管理センター

●第４１回筑後川温泉花火大会【お出かけください】

毎年７月２８日に開催されている筑後川温泉花火大会。
約３,０００発の花火が夏の夜空を彩ります。ふれあい広場
では，ステージイベントやたくさんの夜店など盛りだくさん
です。楽しい夜のひとときをお過ごしください。
時

平成２８年７月２８日（木）
１８：００～

お祭り広場

２０：００～

花火打上げ

※ 雨天の場合，２９日（金）に延期。
開 催 場 所

うきは市浮羽町大石放水路
（筑後川温泉南側）

問い合わせ先

筑後川温泉花火大会実行委員会
（うきは市うきはブランド推進課）
TEL

0943-76-9059

0952-55-9333

（7/28（木）

（うきは市から投稿いただきました）

日

TEL

うきは市浮羽町）

●福岡都市圏「水」キャンペーン２０１６【開催されます】
（8/1（月）～8/7（日）

福岡都市圏各市町）

昭和５２年に設けられた「水の日(8/1)」及び「水の週間
（8/1～8/7）」
は今年で４０回目を迎えます。この水の週間に，
福岡都市圏の各市町では，市長・町長をはじめ水道関係職員
の皆さんが街頭に立ち，啓発チラシと有明海産の「福岡のり」
を通行者に手渡しながら，
「水の大切さ」と「筑後川のめぐみ」
について呼びかけを行います。
当企業団も，８月１日（月）ＪＲ博多駅前広場において実
施される福岡都市圏広域行政事業組合主催の街頭キャンペー
キャンペーン状況（昨年）

ンに参加します。
＜総務課
日

時

田子森＞

平成２８年８月１日（月）８：３０～９：００

開 催 場 所

福岡市博多区博多駅中央街

問い合わせ先

福岡都市圏広域行政事業組合

ＪＲ博多駅
TEL

092-733-5004

●ありがとう「水」ふれあい交流会【お申込みください】
（8/4（木）

福岡タワー，海水淡水化センター，ほか）

筑後川上流域に住む大刀洗町の子どもたちと福岡都市圏に
住む子どもたちが参加し，日ごろ恩恵を受けている筑後川に
ついて学び，施設見学や団体活動を通して，交流の輪を広げ
ます。
福岡都市圏広域行政事業組合の主催（当企業団共催）によ
り実施され，各構成団体及び当企業団から職員がスタッフと
して参加します。
各構成団体のスタッフの皆さんよろしくお願いします。
交流会の様子（昨年）

また，お子さんの夏休みの思い出づくりに参加されてみて
はいかがですか。参加希望の方は下記によりお申し込みください。
＜総務課
日

時

開 催 場 所

田子森＞

平成２８年８月４日（木）９：００～１７：３０（予定）
福岡タワー，海水淡水化センター，マリンワールド
※ 集合解散は福岡市役所

参加対象者

福岡都市圏に住む小学５年生，６年生

４０名（抽選）

※ 原則として，保護者の参加はできません
参

加

料

申し込み方法

無料（昼食は組合で準備します）
はがきかファクス，メール（fvgv9840@mb.infoweb.ne.jp）にて，参加者全員の
住所・氏名（ふりがな）
・性別・電話番号・保護者の緊急連絡先・学校名・学年
を記入し，７月２０日（水）（必着）までに福岡都市圏広域行政事業組合へ

問い合わせ先

福岡都市圏広域行政事業組合
〒810-8620
℡

福岡市中央区天神一丁目８－１

092-733-5004

FAX

092-733-5005

●第３５７回筑後川花火大会【お出かけください】

（8/5（金）

久留米市）

３５０年以上の歴史を持つ花火大会。
筑後川に映る迫力満点のナイアガラや巨大な尺玉が夜空に
大輪の花を咲かせ，約１万８０００発が打ち上げられるスケ
ールの大きさは西日本屈指です。
京町会場（水天宮の河川敷）と篠山会場（久留米城の河川
敷）の両会場で同時に打ち上げられ，夜空をカラフルに彩り
ます。
皆さんも豪華な花火を見に出かけてみませんか。
＜総務課
日

時

田子森＞
筑後川花火大会（昨年）

平成２８年８月５日（金）
１９：４０～２１：１０

※ 荒天時は７日（日），９日（火），１１日（木・祝）のいずれかに延期。
開 催 場 所

久留米市筑後川河川敷

問い合わせ先

筑後川花火大会実行委員会

●小学生自然体験事業ｉｎ朝倉【開催します】

TEL 0942-32-3207
（8/19（金）

朝倉市）

朝倉市において，自然環境や水資源の大切さを学ぶことを
目的に，福岡都市圏広域行政事業組合の主催（当企業団共催）
により「小学生自然体験事業ｉｎ朝倉」を開催します。
地元朝倉市と糸島市の小学生が，寺内ダムの見学や川遊び，
木工体験などを通して交流を図ります。
＜総務課
日

程

田子森＞

平成２８年８月１９日（金）

開 催 場 所

寺内ダム，たかき清流館，ほか

問い合わせ先

福岡都市圏広域行政事業組合
TEL 092-733-5004

●有明海クリーンアップ作戦【開催されます】

（8/24（水）

木工体験（昨年）

く

ま

だ

柳川市久間田漁港）

「有明海クリーンアップ作戦」は，有明海を美しい海に戻そうと，福岡県，佐賀県，長崎県，熊本
県の沿岸四県がひとつになって実施している海浜清掃活動で，毎年，漁業関係者を中心に九州地方整
備局筑後川河川事務所，独立行政法人水資源機構，各構成団体，当企業団の職員が参加しています。
宝の海である有明海を未来に残していくために，皆さんのご参加をお待ちしています。
＜総務課
日

程

平成２８年８月２４日（水）

開 催 場 所

柳川市

久間田漁港避難港

問い合わせ先

国土交通省筑後川河川事務所 管理第一課

℡

0942-33-9185

田子森＞

●小石原焼窯元めぐりと陶芸体験 【お申込みください】

（8/28（日）

朝倉郡東峰村）

（朝倉郡東峰村より投稿いただきました）
小石原川ダム（平成３１年度完成予定）の水源地である
朝倉郡東峰村で開催されます。
水源の森「行者杉」散策や小石原焼窯元見学など東峰村
の魅力が満喫できます。
募集は先着順（申込期間 7/1～8/18）となっていますの
で，参加を希望される方は，郵送かファクス，Ｅメール
（ono@vill.toho.fukuoka.jp）にてお早めにお申し込みく
ださい。
なお，東峰村観光情報サイト「東方見聞録」より申込用

窯元での陶芸体験

紙をダウンロードできます。
日

時

平成２８年８月２８日（日）
受付９：３０～１０：００

解散１６：００予定

集 合 場 所

小石原焼伝統産業会館（朝倉郡東峰村大字小石原７３０－９）

募 集 人 数

先着５０名
（参加対象者は，福岡都市圏，福岡県南地域，佐賀東部地域にお住まいの方）

参

加

費

１,０００円／人（昼食代，入館料，陶芸体験料，保険代込）

申 込 期 間

平成２８年７月１日（金）～８月１８日（木）

申し込み及び

東峰村役場建設水道課ダム対策係

問い合わせ先

（〒838-1792
TEL

福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山６４２５）

0946-72-2313

FAX

0946-72-2370

●元気倍！日田！！キャンペーン
（日田市から投稿いただきました）
日田市では平成２８年熊本地震発生以降，市内の旅館・ホテルの宿泊キャンセル数が６万人を超え
るなど，大きな影響を受けました。地震発生直後は様々な復旧対応に追われましたが，市内観光業を
初め，イベント等も現在は通常どおり行われております。
また，交通状況は，一部地震による影響で通行止めとなっている区間がありますが，福岡・大分方
面からの九州自動車道，大分自動車道は通常どおり通行可能です。ＪＲ久大本線も通常運行を行って
おります。
是非，日田市にお越しいただき，九州，大分県，日田市を元気にして下さい。皆さんのお越しを心
よりお待ちしています。

【元気倍！日田！！】日田市へＧＯキャンペーン
多くの皆様に，日田市にお越しいただき，日田市でお楽しみいただきたく，様々な取り組みを実施
します。
■ 施設無料開放（６月３０日現在）
・期

間

平成２８年７月１日から９月３０日までの３か月間

・開放施設

※

日田祇園山鉾会館
天領日田資料館
廣瀬資料館
日本丸館
草野本家
小鹿田焼古陶館
伝来寺庭園
地底博物館鯛生金山
奥日田フィッシングパーク
各施設無料化の対象は，「入館・入園・入坑」料金です。
入館料以外の体験料等は有料です。

■ 今後予定している取り組み
・日田市独自の宿泊クーポンの発行
・バスツアーに対する助成
・市内の土産店や飲食店で使用できる商品券の発行
・７月８月の金曜日・土曜日を中心に日田温泉・天ヶ瀬温泉街で花火による歓迎のおもてなし
※

準備が整い次第，日田市ホームページや日田市公式 Facebook でお知らせしていきます。

問い合わせ先

日田市観光課

TEL

0973-22-8210

■ 知ってる！？

筑後川のはなし

このコーナーでは，筑後川について，より知識を深め，親しんでいただくために，筑後川流域の
観光，イベント，特産物，史跡などの情報を掲載しています。
今回は，日田市天瀬町の「桜滝」を紹介します。
い つま こうげん

ごう らく がわ

「桜滝」は，五馬高原に源流を発し，天ヶ瀬温泉を流れる玖珠川に合流する合楽川にかかる滝で，
じ おん

たき

「慈恩の滝」，
「観音の滝」とともに天瀬の三瀑のひとつとされています。
この滝は，落差約２５ｍ，幅約１５ｍ，の滝で，水量が豊富で，流れ落ちる水が無数の非常に細か
い筋になり，飛沫が桜の花の様であることから，桜滝という名が付けられたとのことです。
豊後国誌に，
「砕け散ること花の如く，流化することスダレの如し」と紹介され，江戸時代より文人
ぼっかく

や墨客に愛された滝だそうです。
春は萌えいずる新緑の中に，夏は水煙の花を吹き，秋は紅葉の画題を供し，冬生む霧は仙鏡を思わ
せ四季それぞれの風情ある眺めを見せます。
今年も暑い夏が来ましたが，天瀬の桜滝を訪ねて清涼なひと時を過ごされてはいかがでしょうか。
＜総務部

山北＞

夏の桜滝

○交通・アクセス
公共交通機関 ＪＲ久大本線 天瀬駅から徒歩約１０分。
車の場合
大分自動車道 天瀬高塚ＩＣから県道５４号，国道２１０号経由で約１５分
（約１０ｋｍ） ※ 市営桜滝駐車場（無料）をご利用できます。

水

源

情

報

企業団ホームページの［水源情報］は，毎日
（土日祝を除く。）最新情報に更新しています。
企業団ホームページアドレス
http://www.f-suiki.or.jp/river/index.php
検索

福水企

アドレスをクリックすると，
[水源情報]が載っています
ので，見てね！！

編

集

後

記

梅雨時期は，湿気が多く，気分もだるく，何かと体調不良を感じやすくなる季節です。
私は，こんな時は，ゆっくり家で過ごすことにしています。クラシックやジャズのＣＤを聞いたり，
ＤＶＤを見たり，読書をしたりするとちょっとリッチな気分になります。このとき，よく眠くなって
お昼寝となってしまいますが，これが最高にリッチな気分になるのです。
梅雨が明ければ，一気に真夏となります。天候の急激な変化で体調を崩されないように皆さまご自
愛ください。

★

＜森＞

構成団体の皆さまからの情報をお待ちしています！！
「ふくすいき～福水企～」通信では，今後も構成団体の皆さまの声や意見を掲載していきたいと

思っています。
皆さまの周りでも，お知らせしたいことや紹介したい取り組み，
イベント情報，また感想，ご意見などありましたら，ぜひ，ご連絡
ください！！
よろしくお願いします。
～ 情報を提供していただく場合 ～
掲載希望前月の末日までに，原稿を下記へメール送信してください
福岡地区水道企業団総務課

★

soumuka@f-suiki.or.jp

平成２８年度に企業団ホームページのリニューアルを予定しています。
各構成団体の皆さま，ご意見よろしくお願いいたします。

たくさんの情報提供を
お待ちしています！！

牛頸浄水場と海の中道奈多海水淡水化センターを見学しませんか。
見学を希望される場合は，7 日前までに電話での予約をお願いします。
○ 牛頸浄水場（九州最大級の浄水場）
〇見学日
・月曜日から金曜日（祝日，年末年始期間を除きます）
〇TEL

092-596-5021

FAX

092-595-3065

http://www.f-suiki.or.jp/ushikubi/procedure.php/
牛頸浄水場急速ろ過池

○ 海の中道奈多海水淡水化センター（日本最大規模の海水淡水化施設）
〇見学日
・月曜日から金曜日
・毎月第 3 日曜日
・水道週間（6/1～6/7)期間内の土曜日と日曜日
（祝日，年末年始期間を除きます）
〇TEL

092-608-6262

FAX

092-608-6256

http://www.f-suiki.or.jp/seawater/procedure/

福岡地区水道企業団ＨＰ

http://www.f-suiki.or.jp/

福水企

海水淡水化センター施設内部

検索

