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住宅情報プラザ福岡  住まいの情報発信イベント

-17 0010 00
（博多口出て左手すぐ）博多駅前広場会場 JR

10 22022 日

「お
うち時間」

を楽しむグッズ等が当たるチャンス！

TEL 092-781-5169

【共催】国土交通省　
【協賛】（一社）福岡県住宅リフォーム協会、（公社）福岡県宅地建物取引業協会、（一社）住教育推進機構、（一社）日本建築構造技術者協会九州支部、（一社）九州免震普及協会、（一社）リノベーション協議会

天候や新型コロナウイルス感染症拡大の影響等の事情により変更・中止
になる場合がございます。 詳しくはホームページをご覧ください。

「福岡リノベ界のカリスマ」
リノベーション協議会九州部会長

松山 真介 氏

住宅情報プラザ福岡事務局 福岡県建築住宅センター
（代） FAX 092-715-5230お問合せ

「住宅情報プラザ福岡」は、県営・市営住宅、公社住宅の物件情報や補助金等の公的制度の紹介を
中心に、住まいの相談・情報発信を行っています。

地震・
免震を体験しよう

イベント特設ページはこちら

住まいるクイズラリー
トークショー

自分ら
しい住生活セミナー

段ボールミニハウスで
福岡の街をつくろう端材

を生まれ変わらせよう！
ミニ黒

板と黒板消しづくり

住まいの事、知って学んで、みんなでスマイル！

遊んで、学んで、おうちをもっと自分らしくできるヒントがみつかる一日！

※画像はイメージです
※画像はイメージです
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優先

新型コロナウイルス
感染予防対策について

ご来館の際は、下記の感染症対策のご理解･ご協力をお願いいたします

マスクの着用 アルコール除菌 検温の実施 ソーシャル
ディスタンス

福岡市策定の安全安心
イベントマニュアルを遵守

事前予約
優先

事前予約
優先

お申し込みはこちら（イベント特設ページ）

随時開催

随時開催

免震体験車
乗って納得！

トークショー

住生活を豊かにする
「リノベで自分らしい住まいづくり」

「福岡リノベ界のカリスマ」 松山 真介登壇者

株式会社アポロ計画  リノベエステイト代表 
リノベーション協議会九州部会長
1級建築士・宅地建物取引士  

住生活を豊かにする「リノベで自分らしい住まいをつくる」
をテーマに情報を提供します。
withコロナの生活に対応した新しい暮らしと間取り
低燃費リノベで暮らしながら温暖化対策の最新ノウハウ
福岡の人気エリアで「中古＋リノベ」の物件探しテクニック

・
・
・

地震・免震を体験しよう！

時　間：10:00 ～17:00 
　　　　  （体験所要時間：5～6分）

参加費：無料
企画協力：THK（株）

（一社）日本建築構造技術者協会九州支部
（一社）九州免震普及協会 

免震体験車で震度５～７までの地震の揺
れを再現します。
過去の地震の揺れ方と免震装置による効
果を体験することができます。

時　間：随時開催
参加費：無料
協　力：（公社）福岡県宅地建物取引業協会

理想のお部屋を探そう
福岡県の物件が多数掲載中のサイト「ふれんず」。
動画や写真などの充実した情報を基にこれから
の生活をイメージしながらお部屋探しを体験しま
せんか。

時　間：随時開催
参加費：無料
協　力：（一社）福岡県住宅リフォーム協会

耐震模型 ピノキオぶるる
木造住宅の模型を使って、耐震壁や軸組による補
強で家の揺れ方がどう変わるかを楽しく学ぶこと
ができます。

DIY 体験

10 11 12 13 14 15 16 17時時時時時時時時

ミニハウスで街づくり 親子でできるDIY体験

段ボールミニハウスで
福岡の街をつくろう

端材を生まれ変わらせよう！
ミニ黒板と黒板消しづくり
木の端材や革のハギレなどを材料に、黒板と黒
板消しをつくろう。モノを捨てずに、次の使い方
を考える、そんな発想力を育むイベントです。

ミニハウスで
街づくり

住みたい夢がつまった段ボールミニハウスを作っ
て、福岡の街の模型に飾ろう。
段ボールミニハウスはお持ち帰りいただけます。

地震･免震体験

楽しく学ぶ

時　間：随時開催
参加費：無料
協　力：（一社 ) 住教育推進機構

住まいを楽しく学ぼう
住教育ってなぁに？いま注目の「住教育」を先取り！
住まいや暮らし、自然環境などについてカードゲームや
ぬりえをしながら親子で楽しく学ぶ体験ができます。

時　間：随時開催
参加費：無料

住まいるクイズラリー
住まいに関するクイズに答えて豪華景品を当てよう！
クイズを楽しみながら住まいの事を学べます。「おうち
時間」を楽しむグッズ等が当たるチャンス！

時　間：①10:30 ～ ②13:00 ～ ③14:30 ～
 ④16:00 ～ （各60分程度） 

参加費：550円（税込）     参加対象：5歳以上
定　員：各回3名　企画協力：東急ハンズ博多店

時　間：①10:00～ ②10:40 ～ ③11:20 ～ ④12:00 ～ 

参加費：550 円（税込）     参加対象：5歳以上
定　員：各回10名　
企画協力：リトルモンスターエンターテイメント

⑧14:40 ～ ⑦14:00 ～ ⑥13:20 ～ ⑤12:40～ 
⑩16:00 ～ （各30分程度）⑨15:20～ 

時　間：①11:00～ 
　　　　 ②15:00～
参加費：無料
定　員：20名

※画像はイメージ
※小学生以下は保護者同伴

※画像はイメージ
※小学生以下は保護者同伴
※端材使用のため素材が異なる場合がございます

住まいの事、知って学んで、みんなでスマイル！

トークショー

住生活を豊かにする
「リノベで自分らしい住まいづくり」

「福岡リノベ界のカリスマ」 松山 真介登壇者

株式会社アポロ計画  リノベエステイト代表 
リノベーション協議会九州部会長
1級建築士・宅地建物取引士  

住生活を豊かにする「リノベで自分らしい住まいをつくる」
をテーマに情報を提供します。
withコロナの生活に対応した新しい暮らしと間取り
低燃費リノベで暮らしながら温暖化対策の最新ノウハウ
福岡の人気エリアで「中古＋リノベ」の物件探しテクニック

・
・
・

地震・免震を体験しよう！

時　間：10:00 ～17:00 
　　　　  （体験所要時間：5～6分）

参加費：無料
企画協力：THK（株）

（一社）日本建築構造技術者協会九州支部
（一社）九州免震普及協会 

免震体験車で震度５～７までの地震の揺
れを再現します。
過去の地震の揺れ方と免震装置による効
果を体験することができます。

時　間：随時開催
参加費：無料
協　力：（公社）福岡県宅地建物取引業協会

理想のお部屋を探そう
福岡県の物件が多数掲載中のサイト「ふれんず」。
動画や写真などの充実した情報を基にこれから
の生活をイメージしながらお部屋探しを体験しま
せんか。

時　間：随時開催
参加費：無料
協　力：（一社）福岡県住宅リフォーム協会

耐震模型 ピノキオぶるる
木造住宅の模型を使って、耐震壁や軸組による補
強で家の揺れ方がどう変わるかを楽しく学ぶこと
ができます。

地震・免震体験

楽しく学ぶ

JR博多駅前広場（博多口出て左手すぐ）
福岡市博多区博多駅中央街１-１

西鉄バス 博多駅前バス停下車徒歩 3 分

地下鉄 地下鉄空港線博多駅→博多改札口（西 14）から徒歩 3 分

JR JR博多駅 → 博多口から徒歩 1分

スケジュール

1 回目

回目 回目 回目 回目 回目 回目 回目 回目 回目 回目

2回目 3回目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4回目

ワークショップ

会場

ワークショップ・トークショーの事前予約方法
イベントへ参加希望の場合は、特設ページ
の応募フォームよりお申込みください。

DIY 体験

10 11 12 13 14 15 16 17時時時時時時時時

ミニハウスで街づくり 親子でできるDIY体験

段ボールミニハウスで
福岡の街をつくろう

端材を生まれ変わらせよう！
ミニ黒板と黒板消しづくり
木の端材や革のハギレなどを材料に、黒板と黒
板消しをつくろう。モノを捨てずに、次の使い方
を考える、そんな発想力を育むイベントです。

ミニハウスで
街づくり

住みたい夢がつまった段ボールミニハウスを作っ
て、福岡の街の模型に飾ろう。
段ボールミニハウスはお持ち帰りいただけます。

地震･免震体験

楽しく学ぶ

時　間：随時開催
参加費：無料
協　力：（一社 ) 住教育推進機構

住まいを楽しく学ぼう
住教育ってなぁに？いま注目の「住教育」を先取り！
住まいや暮らし、自然環境などについてカードゲームや
ぬりえをしながら親子で楽しく学ぶ体験ができます。

時　間：随時開催
参加費：無料

住まいるクイズラリー
住まいに関するクイズに答えて豪華景品を当てよう！
クイズを楽しみながら住まいの事を学べます。「おうち
時間」を楽しむグッズ等が当たるチャンス！

時　間：①10:30 ～ ②13:00 ～ ③14:30 ～
 ④16:00 ～ （各60分程度） 

参加費：550円（税込）     参加対象：5歳以上
定　員：各回3名　企画協力：東急ハンズ博多店

時　間：①10:00～ ②10:40 ～ ③11:20 ～ ④12:00 ～ 

参加費：550 円（税込）     参加対象：5歳以上
定　員：各回10名　
企画協力：リトルモンスターエンターテイメント

⑧14:40 ～ ⑦14:00 ～ ⑥13:20 ～ ⑤12:40～ 
⑩16:00 ～ （各30分程度）⑨15:20～ 

回目
1

回目
2

自分らしい住生活セミナートークショー

時　間：①11:00～ 
　　　　 ②15:00～
参加費：無料
定　員：20名

※画像はイメージ
※小学生以下は保護者同伴

※画像はイメージ
※小学生以下は保護者同伴
※端材使用のため素材が異なる場合がございます

免震体験車
乗って納得！


