
この応募用紙の裏面には、筑紫地区のそれぞれの市と町の

キーワードを設置している場所が掲載されています。

それぞれの市や町のバスに乗って５つのキーワードを見つけ出し、

この下にある解答欄に書き込んでいきましょう！

全てのキーワードを書き込むと、１つのメッセージが出てくるので、

下の応募欄に必要事項を記入して、応募先に提出しましょう。

■応募用紙の提出先について

正しいメッセージを探し出した方に、抽選で豪華賞品をプレゼント！
抽選で漏れた方にもWチャンスがあります。
※応募はお１人様１回限りとし、複数応募は無効とします。

筑紫野市 企画政策部 戦略企画課
春日市 都市整備部 都市計画課
大野城市 建設環境部 都市計画課
太宰府市 総務部 地域コミュニティ課
那珂川町 地域整備部 都市計画課
福岡県 企画・地域振興部 交通政策課

主 催
（お問い合わせ先）

TEL 092－923－1111
TEL 092－584－1111
TEL 092－580－1867
TEL 092－921－2121
TEL 092－953－2211
TEL 092－643－3166

西鉄高速バス回数券（福岡～杷木）4枚つづり回数券

２０名様

大野城市特産品詰め合わせセット

大野ジョーグッズ 、太宰府市ポストカード、

西鉄メモ帳 など
５０名様

2018.2.28

大野城市で
GET！

筑紫野市で
GET！

※特賞は全員抽選対象です。特賞当選者はA賞,B賞,Wチャンス賞の抽選対象となりません。
※Ｗチャンス賞の賞品については、選べませんのでご了承ください。
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。発送は平成30年3月末を予定しています。
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氏 名

性 別

どちらかに○

住 所

年 齢 電 話 番 号

( ふ り が な )
男 ・ 女

〒

歳

※ご記入いただいた個人情報は本イベント実施のための目的以外には利用しません。また、イベント終了後はすみやかに破棄します。

■太枠内の項目をご記入下さい

※賞品への応募は、応募締切日まで
に応募があったものまで有効としま
す。（郵送の場合、当日消印有効）

福岡県 広報部長

エコトン

太宰府市で
GET！

那珂川町で
GET！

春日市で
GET！

※お住まいの自治体以外でも、以下の提出先にて応募できます。
※各自治体の閉庁日には提出又は投函できない場合がありますので、ご了承ください。

希望する賞品

どちらかに○

Ａ賞 ・ Ｂ賞

※当選者が２０歳未満の場合、お酒の発送はいたしません。

「筑紫地区バス共同企画」とは？
筑紫地区を走るバスの魅力を伝えるとともに、地球環境にエコな移動手段であるバスを利用してもらえるよう、
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町の筑紫地区4市1町と福岡県が協力して企画・立案しているイベントです。

チョロQ（「まほろば号」「やよい」２台セット）

エコトンぬいぐるみ

協 力 西日本鉄道株式会社

2018.2. 1 2.28

２名様

２名様

※回数券のご利用については、西鉄バスホームページをご覧ください。
※有効期間は3カ月です。

このイベントは何で知りましたか？（下記の番号に○）

１. 家族から 2. 友人から 3.バス車内キーワードを見て 4.自治体広報紙を見て ５.その他

※下記アンケートもご記入ください。

来年、同様のイベントを実施するとしたら、また参加したいですか？ （ はい ・ いいえ ）

バスがもっと身近になるためのご意見や日頃のバスへの思いを自由にお書きください。

筑紫野市…筑紫野市役所本館２階の戦略企画課、又は生涯学習センター１階総合案内の応募箱に投函

春日市……春日市役所１階ロビー内の意見箱、又は春日市バスセンターの意見箱に投函

大野城市…大野城市役所本館２階の都市計画課、又はコミバス「まどか号」車内の応募箱に投函

太宰府市…太宰府市役所１階の総合案内 、又は３階の地域コミュニティ課窓口の応募箱に投函

那珂川町…那珂川町役場別館１階の都市計画課、又はミリカローデン那珂川受付窓口の応募箱に投函

福岡県… 下記の解答・応募欄を切り取り封筒に入れていただくか、必要事項をはがきに記入し、

「〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県交通政策課」まで郵送ください。

※特賞は全員抽選です

未 へ 、 ！の う ス 通

また、今後どのようなイベントを開催してほしいですか？（ ）



写真のバスに乗って
キーワードを探そう！！

＜キーワード設置場所＞

那珂川町「かわせみ」バス車内上部広告枠

年中無休で運行中！那珂川町の移動はぜひ「かわせみ」
バスで！
まだまだ寒い日が続きますが、車内はいつもポッカポカ♪
安全で快適なバスの旅をご提供します！！

※キーワードが掲示されている車両
は、「片縄線」及び「安徳線」、「南畑
線」のバスです。バス停及び運行時
刻の詳細は、利用案内パンフレット等
をご覧ください。なお、各車両のキー
ワードは同じものです。

キーワードは
なんだろう？

＜キーワード設置場所＞

太宰府市「まほろば号」バス車内上部広告枠

「まほろば号」は、平成10年から運行している
福岡県初のコミュニティバスです。毎日10台が
運行しています。
年間約57万人が利用している「まほろば号」♪
家族や友人、恋人とのおでかけにぜひご利用くだ
さい！

車内上部の掲示板
にキーワードがあり
ますよ♪

？
キーワード

＜キーワード設置場所＞

筑紫野市生涯学習センター １階ロビー
西鉄バスでの行き方

西鉄二日市、JR二日市より下記のいずれかのバスに乗車
(2-1) 山口、平等寺行き
(2-2) むさしヶ丘三丁目行き
(2-3) イオンモール筑紫野、むさしヶ丘三丁目行き
(3) 済生会病院経由 西鉄二日市駅行き
そののち 「パープルプラザ前」 バス停で下車後、徒歩すぐ

筑紫野市では、西鉄二日市駅やＪＲ二日市駅、西鉄筑紫駅
などを起点として、たくさんの西鉄バスが走っています。
環境にやさしいバスに乗って、おでかけしよう！

＜キーワード設置場所＞

春日市コミュニティバス「やよい」は、本年で運行15周年！
皆様の生活にますます役立つコミュニティバスを目指して元気に運
行中です。
ふれあい文化センターや、総合スポーツセンターにご来訪の際は、
ぜひ春日市コミュニティバス「やよい」をご利用ください！

・春日市バスセンター内
・春日市「やよい」車内
※どちらもキーワードは同じものです。 ちくしのバス

（やまぐち線）

大野城市 筑紫野市

那珂川町

太宰府市
春日市

コミュニティバス
「かわせみ」

コミュニティバス
「やよい」

春日市バスセンター

筑紫野市
生涯学習センター

コミュニティバス
「まどか号」

コミュニティバス
「まほろば号」

JR二日市

朝倉街道

大野城

白木原

下大利

博多南
ちくしのバス
（みかさ線）

太宰府都府楼前

西鉄二日市

原田

筑紫

①

②

③

④

⑤

西鉄バス

春日原

春日

大野ジョー
ハッピーリング取扱店

①フランス菓子 ペイ・バスク
（092-583-5021）
大野城市若草3-13-4
西鉄バス「若草」（１・６・４２番）よ
り徒歩２分

② 製造者：菓子工房ル・ボヌール（製
造のみ）（092-775-6383）
販売店：JA筑紫ゆめ畑大野城店
大野城市御笠川1-16-10（販売店）
まどか号 乙金・東部ルート「⑦北コ
ミュニティセンター」より徒歩３分

③ ㈲バニラの実白木原店
（092-586-1161）
大野城市白木原2-6-12
まどか号 大城ルート「④白木原１丁
目」
または「②㊴西鉄白木原駅入口」より徒
歩１分

④ ㈲バニラの実上大利店
（092-595-8228）
大野城市上大利5-15-8
西鉄バス「上大利二丁目」（２０番）よ
り徒歩２分

⑤ ㈲優菓 筒井本店
（092-575-0888）
大野城市筒井3-16-1
まどか号 仲畑ルート「㉙市役所入口」
より徒歩１分、乙金・東部ルート「④筒
井橋入口」より徒歩２分

※キーワードの設置場所
ではありません。

＜キーワード設置場所＞
・大野城市南地区を走る
西鉄｢路線バス｣車内

・大野城市コミュニティバス
｢まどか号｣車内
（上部広告枠付近）

「大野ジョー ハッピーリング」は、大野城市内４店舗の
スイーツ職人がそれぞれのこだわりを詰め込んだ焼ドー
ナツです。
市内を走るバスを利用して、ハッピーリングの食べ比べ
はいかがですか？（販売店は地図上に記載しています）

※どちらもキーワードは同じものです。

まどか号は、大城ルート「① ㊶ＪＲ大野城駅」で
春日市やよい「ＪＲ大野城駅」 と、大城ルート「 ㉒
水城ヶ丘入口」で太宰府市まほろば号「水城ヶ丘
中央公園」と、それぞれバス停が近く、乗り継ぎに
便利です♪

西鉄五条


