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平成 29 年 8 月 2９日 

市政記者各位 

福岡市経済観光文化局・総務企画局 

 

 

 
 

福岡市では、9 月から 10 月にかけて「アジアと創る」をコンセプトに『アジアンパーティ』を

開催します。「The Creators」「アジアフォーカス・福岡国際映画祭」「福岡アジア文化賞」の３大

事業のほか、特別企画として姉妹都市締結記念事業「YANGON PICK!!」も開催。 

今年も民間企業・団体等と連携し、アジアの今が体感できる様々なイベントを展開します。  

 

アジアンパーティ全体概要 

 

【1】The Creators        ……… P4 

  ～最先端エンターテインメント体験型フェス～ 

クリエイティブを体感しよう！ 

9 月 9 日（土）～10 日（日）  

福岡市役所西側ふれあい広場 
 
【2】アジアフォーカス・福岡国際映画祭… P４ 

今年はタイ大特集！ 
9 月１５日（金）～24日（日） 

ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13他 
 

【3】福岡アジア文化賞             ……… P４ 

アジアの学術・芸術・文化に触れるチャンス！  

9 月 21 日（木）、23日（土）、24日（日） 

アクロス福岡 他 
 

【4】特別企画：ヤンゴン関連イベント … P５ 

     いちばん新しい姉妹都市、ヤンゴンを大特集！ 

   トゥエヤダーワンダバーデー（はじめまして）、 

   ヤンゴン！！ 

【5】民間企業・団体等による関連イベント P６ 

   多種多様な民間イベントを開催！9 月～10 月末まで。市内各所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジアと創る「アジアンパーティ」まもなく開幕！ 
 

～9月・10月は福岡のまちがアジアとクリエイティブに染まります～ 

 

 

9月から 10月にかけて集中的に開催されるアジアとクリエイティブ関連事業の総称です。 

｢アジアと創る｣をコンセプトに，アジアのヒト，モノ，情報が集う社交場をイメージし，「アジアと知る」アジアマンスからリニューアルして 5 回目を

迎えます。今年は，「アジアフォーカス・福岡国際映画祭」「福岡アジア文化賞」「The Creators」の 3大主要事業を柱に，民間企業・団体等

と連携し様々なイベントを開催します。 

〈問い合わせ先〉 

■アジアンパーティ全体概要，【1】【2】及び Instagram キャンペーンについて 
経済観光文化局 コンテンツ振興課  担当：堀・三浦・伊賀上   TEL：092-711-4329（内線：2517） 

■【3】について 総務企画局 アジア際連携課   担当：吉安・村上    TEL：092-711-4930（内線：1341） 
■【4】について 総務企画局 国際交流課 担当：古島・古賀・中村 TEL：092-711-4021（内線：1330） 
■【5】について P7以降に記載の各主催者へお問い合わせください。 
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■アジアンパーティとは？ 

アジアンパーティは、9月から10月にかけて集中的に開催されるアジアとクリエイテ

ィブ関連事業の総称です。 

「アジアと創る」をコンセプトに、アジアの人、モノ、情報が集う社交場をイメージ

し、「アジアを知る」アジアマンスからリニューアルして5回目を迎えます。 

今年は，昨年12月に姉妹都市になったばかりのミャンマー・ヤンゴン市について、福

岡市民の皆様により深く知っていただくための特別企画も開催。 

福岡市はアジアとの交流を、市民、学術、文化、経済などすべての面で深化させ、ア

ジアとともに新しい価値やビジネスを創ります。 

 

■アジアンパーティのイベント一覧 （詳細は P4 以降参照） 
 

 
 

※上表の★は、福岡ミュージックマンスの各イベント 

※上表の緑は、クリエイティブ・ラボ・フクオカが協賛する関連イベント 

※関連イベントは随時募集中ですので、今後追加となる可能性もあります。 



-3- 

 

■アジアンパーティのイベント一覧 （詳細はＰ４以降参照） 

 
※上表の★は、福岡ミュージックマンスの各イベント 

※上表の緑は、クリエイティブ・ラボ・フクオカが協賛する関連イベント 

※関連イベントは随時募集中ですので、今後追加となる可能性もあります。 

 

 

■インスタグラムキャンペーン 
 
 昨年に引き続き、インスタグラムキャンペーンを実施中です。 

 

＜キャンペーン概要＞ 期間：8 月１日（火）～１０月３１日（火） 

  アジアンパーティの特色を表す■(四角)、▲(三角)や●(丸)の写真を大募集。 

  抽選で旅行券などをプレゼント。 

  【ＨＰ】http://www.city.fukuoka.lg.jp/asianparty/campaign.html 
 

 
 
 
 

■西日本宝くじに「アジアンパーティ」登場！ 

 

 「第 2236 回 西日本宝くじ」は「アジアンパーティ」がテーマです。 

 福岡市役所西側ふれあい広場で９月に開催される、アジアンパーティ 

中核イベント「The Creators」ステージが図柄に採用されています。 

  【販売時期】9 月 13 日（水）～26 日（火） 
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【１】The Creators ： 
～最先端エンターテインメント体験型フェス～  

・期間：9 月 9 日（土）～10 日（日） 
 
・場所：福岡市役所西側ふれあい広場 

 
・イベントの概要： 

最新のデジタル技術とエンターテインメントが融合したクリエイティブ 

なステージパフォーマンスや、アーティストのライブなど、福岡・日本・ 

アジアのコンテンツが一堂に会する、アジアンパーティの中核イベントで 

す。 
 
【HP】http://the-creator.jp/ 

【主催】クリエイティブ・ラボ・フクオカ 

 

 

【２】アジアフォーカス・福岡国際映画祭 2017： 
 
・期間：9月 15 日（金）～9 月 24日（日） 

 
・場所：ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13、ぽんプラザホール 

 
・イベントの概要： 

優れたアジア映画の新作・日本未公開作品などを含む 23 ヵ国・地域の 

50 作品以上を上映します。 

また、期間中は上映作品の監督や出演者など多くの映画関係者がゲスト 

として来福し、上映後の Q&A やサイン会、シンポジウムなどのイベント 

を通じて市民とゲストが交流を楽しむことができます。その他にも、映画 

の上映だけでなく映画関連の人材育成や産業振興に寄与するイベントも 

開催します。 
 
【HP】http://www.focus-on-asia.com/ 

【主催】福岡市、アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会 

【共催】国際交流基金アジアセンター 

 

 

【３】福岡アジア文化賞： 
 
・期間：9 月 21 日（木）、23 日（土）、24日（日） 

 
※9 月 20 日（水）15:00 国内外プレスへの受賞者紹介、 

同 16:00 より受賞者個別インタビューを開催します。 
 
・場所：アクロス福岡、エルガーラ大ホール、イムズホール 

 
・イベントの概要： 

アジアの学術研究や芸術・文化に顕著な業績をあげた方を顕彰する国 

際賞で、今年で２８回目を迎えます。期間中は、授賞式をはじめ、市民 

フォーラムなど、様々なイベントを開催します 。 

＜今年の受賞者＞ 
大賞：パースック・ポンパイチット氏（経済学/タイ）、クリス・ベーカー氏（歴史学/英国） 

学 術 研 究 賞：王 名（ワン・ミン）氏（行政学、NGO・市民社会研究/中国）  

芸術・文化賞：コン・ナイ氏（音楽/カンボジア） 
 

【HP】http://fukuoka-prize.org/ 

【主催】福岡市、（公財）福岡よかトピア国際交流財団 
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【4】特別企画：ヤンゴン関連イベント ”Yangon Pick” 
  

福岡市と昨年 12 月に姉妹都市になったばかりのミャンマー・ヤンゴン市について、福岡市民の

皆様により深く知っていただくため、今年のアジアンパーティでは、様々な関連イベントを実施し

ます。  

９～１０月開催予定の市民向けイベントについてご紹介します。 

 

● 福岡市・ヤンゴン市姉妹都市締結記念 福岡アジア美術館コレクション展 

「ようこそ、ミャンマー美術へ！」 

福岡アジア美術館が所蔵する約 2900 点のアジアの近現代美術作品のうち、36 作家 71 作品が

ミャンマーの作品です。このなかから、王室を描いた英領時代の洋風絵画から、黄金のパゴダに代

表される麗しい仏教国のイメージ、そして軍事政権下でも政治・社会問題を巧みに批評してきた現

代美術作品など、20 世紀初頭から今日までのミャンマー美術のあゆみを、約 30 点の作品でふり

かえります。また、これまで福岡に滞在して、作品制作をしたミャンマーの作家についてもあわせ

て、紹介します。 

 

１．会 期 2017 年 8 月 31 日（木）～2018 年 1 月 9 日（火） 

２．会 場 福岡アジア美術館 アジアギャラリーB 

３．観覧料 大人 200円、高大生 150 円、中学生以下無料 

４．主 催 福岡アジア美術館 

５．問合せ 福岡アジア美術館 五十嵐 TEL：092-263-1100 FAX：092-263-1105 

   

サヤー・ポン 

《シュエダゴン・パゴダ》

1917 年頃 

ニェインチャンスー 

《シュエダゴン・パゴダの壇上》

1998 年 

ティト 

《話》 

2006 年 

 

● 福岡市民向けイベント「ミート・ヤンゴン（meet YANGON）」 
（１）日 時 平成２９年９月９日（土）・１０日（日） 

（２）場 所 福岡市役所西側ふれあい広場及び九州広場 

（３）内 容 ヤンゴン体験コーナー、ミャンマー関連ブース（食・物販）等を設置し、福岡市民

がミャンマー・ヤンゴン市を「体感」できるイベントを実施 

 ※詳細は、平成 29 年８月 25 日付の記者配付資料「「ミート・ヤンゴン（meet YANGON）」

開催・ヤンゴン経済訪問団受入について」をご参照ください。 

 

 

 
 

 

● 学校給食でのミャンマー料理提供 
（１）日 時 中学校・特別支援学校：平成２９年９月 

小学校：平成２９年１０月 

 ※詳細は、後日所管課から個別に資料配付を予定しています。  

福岡市 ミート・ヤンゴン 
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【プレイベント】 

・FUKUOKA STREET PARTY～Music Avenue～ 

：8 月 26 日（土）～27 日（日）＠天神きらめき通り 

【各イベント】 

・SUNSET LIVE 2017： 9 月 2 日(土)～3 日(日)＠糸島市芥屋海水浴場 

・NAKASU JAZZ 2017： 9 月 8 日(金)～9 日(土)＠中洲一帯 

・九州ゴスペルフェスティバル 2017 in 博多： 9 月 9 日(土)～10 日(日)＠JR 博多駅前広場 

・FUKUOKA ASIAN PICKS： 9 月 16 日（土）～17 日（日）＠キャナルシティ博多ほか 

・MUSIC CITY TENJIN 2017：  9 月 23 日(土・祝)～9 月 24 日(日) ＠天神など都心部一帯 

【5】民間企業・団体等による関連イベント 
 

    ※下記情報は、現時点での予定です。最新の情報は、各主催者へお問い合わせください。 

     また、関連イベントは随時募集中ですので、今後追加となる可能性があります。 

 

① 福岡ミュージックマンス  
 

   【開催期間】平成 29 年 9 月 2 日(土)～9月 24 日(日) 

     【場所】福岡市内及び糸島市 

     【内容】9月に開催される音楽イベントが一つにまとまり、「音楽都市・ふくおか」を 

        全国・アジアに向けて発信する取組み「福岡ミュージックマンス」。今年は、   

       8/26(土)、27(日)に天神きらめき通りにて、ＰＲイベント（スペシャル対談や 

       音楽ライブ）を開催します。各イベントの概要は以下参照。 

    【主催】福岡ミュージックマンス主催者会（事務局：We Love 天神協議会 事務局内） 

TEL：092-734-8750  HP：http://f-musicmonth.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 声優スタジアム 2017  

【開催日】平成 29年 9 月 2 日（土）   

     【場所】福岡アジア美術館 あじびホール 

【内容】若者に大人気の”声優”というコンテンツを軸に、福岡発のゲーム・アニメ等今後

も期待が高まるクリエイティブ分野のコンテンツを広く若者に知っていただくこ

とを目的として、中学・高校生限定の声優コンテストを開催します。 

イベント当日は、コンテストの他にもゲーム・アニメ会社で働く方のトークセッシ 

ョンを開催。 

    【主催】声優スタジアム 2017 事務局（株式会社 cross fm 内） 

        Email：ani@crossfm.co.jp HP：http://www.crossfm.co.jp/~anista/ 

 

③ AWARDS 

【開催日】平成 29年 9 月 4 日（月） 

     【場所】ヒルトン福岡シーホークホテル 

【内容】世界で活躍するアーティスト（音楽分野等）や社会貢献に寄与した各分野の専門家

の表彰式およびチャリティーコンサート。 

     【主催】合同会社エムコールボア国際音楽事務所 

TEL：090-5025-5991   Email：voaamusic@yahoo.com  

mailto:ani@crossfm.co.jp
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④ ART FAIR ASIA FUKUOKA 2017 
 

  【開催日】平成 29年 9 月 8 日（金）～10 日（日）※9月 8 日は招待・プレス関係者のみ 

     【場所】ホテルオークラ福岡 9F 

【内容】現代アートをリードする海外を含む 37のギャラリーが福岡に集結し、ホテルオー 

クラの客室がアート空間に変貌する。絵画、彫刻、立体、版画、写真、インスタ 

レーションなど、ギャラリストたちが選び抜いた作品が、一堂に会する。 

     【主催】ART FAIR ASIA 実行委員会 

TEL：092-716-1032  Email：info@artfair.asia  

HP：http://www.artfair.asia/ 

 

⑤ GIMMICK-MAGIC 

   【開催日】平成 29年 9 月 22 日（金）  

      【場所】FUKUOKA BEAT STATION 

     【料金】前売 3,000 円(別 1drink order)，当日 3,500 円(別 1drink order) 

     【内容】昨年開催した「ASIAN NIGHT SUMMIT」をきっかけに発足したレーベル

「GIMMICK-MAGIC」の第１回ライブイベント。新アジア圏構想を掲げ、日本と    

アジアが交わる新カルチャーの発信場所をつくります。今年は福岡のアーティスト

出演はもちろんのこと、東京から「yahyel」韓国から「KIRIN」を招聘。 

       ここ福岡でアジアの最重要アーティストの共演を実現します！ 

      【主催】GIMMICK-MAGIC 事務局：BINGOBONGO GROUP      

TEL：092-716-2658（BINGOBONGO） 

HP：http://www.bingobongo.co.jp/2017/08/article003304.php 

※クリエイティブ・ラボ・フクオカが協賛するアジアンパーティ関連イベント 

 

⑥ Food EXPO Kyushu 
 

    【開催日・場所】平成 29 年 10 月 4日（水）～9 日（月・祝） 

●国内外食品商談会 

（日時：10/4(水)～10/5(木)／場所：福岡国際センター） 

●九州うまいもの大食堂 

（日時：10/6(金)～10/9(月・祝)／場所：天神中央公園） 

【内容】世界的にも優れた高付加価値の九州産農林水産物，加工食品を国内外に発信し、 

地場食品関連企業の更なる売上向上、販路拡大及び地域経済の振興を目的に、 

BtoB 事業（国内外食品商談会）と BtoC 事業（一般消費者向け展示即売会「九州 

うまいもの大食堂」）を開催。 

【主催】Food EXPO Kyushu 実行委員会 

福岡県、福岡市、福岡県商工会連合会、ジェトロ福岡、 

福岡地域戦略推進協議会、福岡商工会議所 

TEL：092-441-1119 事務局（福岡商工会議所商工振興本部） 

HP：https://www.food-expo-kyushu.jp/ 

 

 

http://www.fukuoka-dc.jpn.com/
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⑦ 福岡ボルドーワイン祭り 

【開催日】平成 29年 10 月７日（土）～９日（月・祝） 

     【場所】九州広場・市役所１階多目的スペース 

【内容】姉妹都市のひとつであるボルドー市との交流事業。 

日本未入荷のボルドーワインと共に，九州・福岡の食材を用いたワインとベストマ

リア―ジュな特別メニューが楽しめる。 

     【主催】福岡ボルドーワイン祭り実行委員会（事務局：福岡市経済観光文化局国際経済課内） 

TEL: 092-711-4339 

 

  ⑧ ふくおか音楽村ライブ WALK in 中洲 

【開催日】平成 29年 10 月 8 日（日） 

     【場所】博多区中洲 

【内容】生演奏を聴きにライブハウスを飲み歩く音楽の祭典。 

     【主催】ふくおか音楽村 

Email：fukuokaongaku@gmail.com 

HP：http://www.fukuokaongaku.com/index.html 

 

 ⑨ J-POP DISCO ＠FUKUOKA～FUKUOKA NO OMOTENASHI～ 
 

   【開催日】平成 29年 10 月 11 日（水） 

     【場所】イムズホール 

【内容】日本国内で最もロックフェスに呼ばれるエンタメ DJ「DJ ダイノジ」がプロデュー

ス。日本のロック、J-POP、アニソン、アイドルソング、V-ROCK、ボーカロイ

ドなどの日本のポップソングでフロア全体がダンスステージとなる。 

地元アーティストもステージを盛り上げる、最新テクノロジーを使った演出も見も

の。 

     【主催】株式会社よしもとクリエイティブエージェンシー 福岡支社 

       HP: http://www.yoshimoto.co.jp/fukuoka/pc/inquiry.php 

※クリエイティブ・ラボ・フクオカが協賛するアジアンパーティ関連イベント 

 

⑩ MEET UP EXPO JAPAN×TAIWAN 2017 

  【開催日】平成29年10月17日（火） 

     【場所】エルガーラホール７階 多目的ホール１ 

【内容】台湾の IT 系企業・各種ソリューションメーカー（ゲーム、IOT 分野）と日本企業   

との商談会。日本のトップレベルのものづくり技術と台湾企業の生産技術がミート

アップすることで、新たなケミストリーを起すことを目的としている。 

     【主催】台湾経済部技術省、台湾工業技術研究院（ITRI） 

TEL:092-287-8673 （平日9：00～20：00） 

Email：info@tanaka.fish 

HP：https://jp-tw.link/ 
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⑪ アジアのことばでおはなし会 
 

   【開催日】平成 29年 10 月 22 日（日） 

【場所】福岡市総合図書館 こども図書館 おはなしの家 

【内容】インドネシア語、中国語、ベトナム語の読み聞かせを通して、日本の子どもには外

国語の響きやメロディを楽しんでもらい、外国の子どもの遊びを通して国際交流を

図る。また、福岡在中の外国人の子どもに対しては、図書館利用につなげる多文化

サービスの一つとして実施する。 

【主催】福岡市総合図書館 

TEL：092-852-0627 Email：library-tosho.BES@city.fukuoka.lg.jp 

HP：http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/ 

 

⑫ CEDEC+KYUSHU 201７ 

   【開催日】平成 29年 10 月 2８日（土） 

     【場所】九州産業大学 １号館 

【内容】話題のゲームクリエイターが集結！ 

 コンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンスを昨年に引き続き

福岡で開催。九州のゲーム企業を始め、人気のゲームタイトルや最新技術などの講

演・セッションを実施。特別講演では、「リアル脱出ゲーム」の生みの親、株式会

社 SCRAP 代表の加藤隆生氏が登壇。 

ゲーム業界のみならず、エンターテインメント関連のクリエイターや学生の方のご

来場もお待ちしております！ 

     【主催】CEDEC+KYUSHU 2017 実行委員会(事務局：大広九州内) 

TEL：092-762-7563 Email：info@cedec-kyushu.jp  

HP：http://cedec-kyushu.jp/2017/ 

http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/

