
■主催：北九州市
■共催：若戸大橋・若戸トンネル無料化イベント実行委員会、洞海湾クルージング実行委員会、北九州市道路公社、北九州市にぎわいづくり懇話会
若松南海岸イルミネーション2018 実行委員会　■協力：若松料飲組合、間（あわい）の会、戸畑チャンポン研究会、ボートレース若松

●問合せ先

●問合せ先　北九州市建設局道路部道路維持課
〒 803-8501 北九州市小倉北区城内１番１号 
TEL (093)582-2274　FAX (093)582-2792
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タイムズ戸畑銀座 1 丁目駐車場
戸畑駅立体駐車場

若戸大橋

若松惠比須神社
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ニッスイパイオニア館 

明治町・エスト本町商店街

若松区役所前

各会場に最寄りな主な公共交通機関及び有料駐車場

 ライトアップ

記念感謝祭

平成30年12月1日（土）11：30〜20：00

無料化

駐車場には限りが有ります。出来るだけ公共の交通機関をご利用ください。

12月1日以外も開催しているイベント

＆

飲酒運転は絶対に止めましょう! ●お越しの際は公共交通機関をご利用ください ●お酒は20歳になってから  
●妊娠中や授乳中の飲酒はお控えください ●飲酒は健康に留意し適量を

平成30年12月1日 無料化

WAKATOWAKATO

WAKATOWAKATO

平成30年12月1日 無料化

平成30年12月1日 無料化

楽しいイベントがいっぱい！

入場無料 （一部有料のイベント有り）

●建設局道路維持課　☎０９３－５８２－２２７４
小雨催行（荒天の場合は下記までお問合せください）

若戸大橋

若戸大橋・若戸トンネル

●お越しの際は公共交通機関をご利用ください
●お酒は 20 歳になってから
●妊娠中や授乳中の飲酒はお控えください
●飲酒は健康に留意し適量を

若戸大橋・若戸トンネルの無料化を祝して、大乾杯大会＆まちバルを開催。
乾杯大会では、豪華景品の当たる抽選会も実施！

明治町・エスト本町商店街
11月30日（金）18：30〜

無料化を祝い皆で乾杯！わかまつまちバル  ～RED WALK～若戸大橋・若戸トンネル
無料化直前！！

若松商店街連合会事務局　 ☎（093）751-0329
北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課 ☎（093）582-2050

「バルチケット」が必要。
バルチケット（2,500円分）は、前売券2,000円・当日券2,500円で販売中！
チケットの購入については、下記までお問い合わせください。

参加
資格

問合
せ先

参加店舗 25店舗
（商店街内及びその周辺）

「おえべっさん」として親しまれる
この例大祭は、商売繁盛、海上
安全、家内安全を祈る祭りとして、
毎年多くの参詣者が訪れます。

12月2日（日）〜12月4日（火）9:00〜21:00

若松惠比須神社  例大祭

乾杯大会
まちバル

18：30（受付18：00～）
乾杯大会終了後～

3

若戸大橋開通前夜祭若戸貨物渡船

問合せ 戸畑区役所総務企画課　☎093-871-2316

とばたと若戸大橋いまむかしパネル展
戸畑区役所市民ギャラリー

ニッスイパイオニア館 
11月26日（月）〜12月25日（火）

12月1日（土）限定  10:00〜17：00（入館は16:30まで）
8

無料化を祝い皆で乾杯！

わかまつまちバル 
　11月30日（金）

　18：30～

無料化直前イベント



JR戸畑駅

大橋公園

戸畑渡場

戸畑親水緑地

ニッスイパイオニア館

若戸大橋

若松市民会館
JR若松駅

久岐の浜広場

若松市民公園

旧古河鉱業
若松ビル

若松南海岸

若松区役所

洞海湾

若松渡場

明治町
・エスト

本町

商店街

洲の口公園

若戸大橋展示室

平成30年 12月1日（土）11：30〜20：00

記念感謝祭＆無料化
若戸大橋・若戸トンネル

若戸大橋ライトアップ

●赤ワインふるまい 先着500名 ●豚汁ふるまい 先着300名
●ジャンケン大会（景品プレゼント） ●その他特典を用意

〜若戸大橋ライトアップ＆イルミネーション〜

北九州市産業経済局観光課　　☎ 093-551-8150

若松メイン会場  （久岐の浜広場） 戸畑メイン会場 （大橋公園・戸畑親水緑地）1

戸魅力発見フォトラリー 戸大橋桁下点検通路見学会4

開催時間 11：30〜17：00
12：30  ライブペイント＆ワークショップ（言葉人：詩

うーた

太）

15：30  ご当地アイドルショー

愛◆Dream 大人哀◆Dream

若戸マルシェ

「間（あわい）の会」によるおしゃれ雑
貨販売クリスマスマーケット。若松、
戸畑の飲食店うまいもの大集合。

11：30 ～ 17：00

言葉人 詩
う ー た

太

16：00  若戸ウルトラ○×クイズ
　　　　キタキュウマンと○×クイズ

16：30  大抽選会

受付 戸大橋展示室前

■安全帯・ヘルメットの着用に了
承し、注意事項を守れること（要
承諾書提出）。

■安全な服装であること（サンダル・ハイ
ヒール履き・スカートは不可）。
■小学4年生以上、かつ、一人で階段（７
階建て程度）の昇降ができること。
※小学生の方は保護者の同伴が必要です。

写真を撮って集めて記念品をもらおう !!

若松側、戸畑側の受付でフォトラリーシートを受取り、歴史的建造物を巡って
フォトラリーシートに指定された方法で撮影しよう。
ゴールで撮影した写真を提示すると、撮影ポイントの数に応じて記念品を
プレゼント。
●ゴール 若松区久岐の浜広場（景品引き換え場所）

歴史的建造物を撮影し、ゴールで撮影した
写真を提示すると、記念品をプレゼント！

開催時間 11：30〜17：00 開催時間 12：30〜16：30（12時から先着順で受付します。）

記念品
■５箇所以上	 若戸絵葉書セット
■ＳＮＳ投稿あり	 若戸絵葉書セット＋若戸グッズセット
■全箇所	 若戸絵葉書セット＋当日のお楽しみ

１１月１５日（木）８：３０から、お電話にてお申込みください。
申込先 建設局道路部道路維持課　☎093-５８２－２２７４

受付   若松側  久岐の浜広場  戸畑側  大橋公園

北九州市建設局道路維持課　　☎ 093-582-2274

北九州市建設局道路維持課　　☎ 093-582-2274

北九州市建設局道路維持課　　☎ 093-582-2274

赤いアイテムを身に付けた方、先着300名にプレゼント！

1

1 7 6

若松南海岸 夜景に乾杯
17：10〜18：20 若松渡場前5

7

若松メイン会場

戸畑メイン会場若松南海岸 夜景に乾杯
17：10〜18：20

若戸大橋ライトアップ点灯式
16：50〜17：20

1

2

3

4
5

6
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参加無料
定員

200名

参加無料
定員合計
60名

北九州市建設局道路維持課　　☎ 093-582-2274

定　　員　15名×4回（計60名）
受付時間　❶12：30　❷13：30　❸14：30　❹15：30
参加
資格

〜若戸大橋桁下点検通路を歩いてみよう〜

甘味処 ふるかわ
10：00〜15：304

若松区役所総務企画課
☎ 093-761-5321

旧古河鉱業若松ビル
無料喫茶休憩処

［メニュー］
・ぜんざい
・マドレーヌ
・コーヒー
・緑茶

※限定200食、
　なくなり次第終了
※写真はイメージです。

若松鉄人ジャズナイト　若松市民会館小ホール
19：00〜20：00 　　※要事前申込  定員148 名2 森野 由み ソプラノリサイタル

17：30〜18：30 ※要事前申込（有料 2,000円）4

若松区役所総務企画課　☎ 093-761-5321 若松区役所総務企画課　☎ 093-761-5321

若松商店街 大感謝祭
12：00〜17：003

明治町・エスト本町商店街

若松商店街連合会事務局 ☎ 093-751-0329
産業経済局商業・サービス産業政策課 ☎ 093-582-2050

祝い餅まき ① 13:00 〜 ② 16:00 〜
冷え×２トマト早食い競争
若商バザール
はしご車の試乗
※緊急車両の為、試乗できない場合が
　あります。

言葉人　詩太（うーた）さんと一緒に、ダンボールやロー
プなど、身近な材料を使って、「若戸大橋」を作ります。

～    みんなで作る若戸大橋     ～  参加無料
定員
20名

WAKATO RED EAT
12：00〜20：005

11月30日
（金）

無料化を祝い皆で乾杯！
わかまつまちバル〜 RED WALK 〜

若松商店街連合会事務局
☎ 093-751-0329

戸畑区役所総務企画課
☎ 093-871-2316

3 とばたと若戸大橋
いまむかしパネル展8

※詳細は裏面をご確認ください

18：30〜（受付18：00〜）

旧古河鉱業若松ビル
〜赤に寄せる珠玉のメロディー〜

若松区民祝賀会
13：00〜17：00（12：30開場）※要事前申込  定員800名 若松市民会館大ホール2

若松区役所総務企画課　☎ 093-761-5321

北九州市産業経済局観光課　　☎ 093-551-8150

7 若戸大橋ライトアップ点灯式 戸畑親水緑地
16：50〜17：20
カウントダウンと同時に
橋全体が紅くライトアップ

北九州市建設局道路維持課　☎ 093-582-2274

洲の口公園
ニッスイパイオニア館 

戸畑区役所市民ギャラリー
12月1日（土）限定  10:00〜17：00（入館は16:30まで）

11月26日（月）〜12月25日（火）

若戸大橋建設中

若戸大橋開通当事、渡り初めの大役を
担った戸畑祇園大山笠と五平太ばやし
が戸畑親水緑地に集結！！

戸畑親水緑地 15：40〜16：45

五平太ばやし演奏
〜筑前若松五平太ばやし振興保存会〜

無料化記念式典（若松市民公園）でも祝演を披露

戸畑祇園天籟寺大山笠によるお囃子披露

singerViVi による
ライブステージ

大橋公園 12：00〜16：00
元気っ子集まれ!!若戸広場
公園の真ん中にスケートリンク !?
その他楽しい遊びが盛りだくさん !!


