
17/08/24

イベント開催実績

●：Bizcoli主催　□：Bizcoli協力

現在

時間・場所 イベント名/内容 講師・説明者月日

(2016年度)
2016年開催実績

2015年開催実績

ソート

2017年開催実績

2016年

4月

九経調　調査研究部●第81回イブニングセミナー

月報３月号報告

・今月の景気　景気総括（今月のCI・DIのうごき）

・特集　インダストリー4.0

・九州・山口の設備投資2015下半期

月報３月号報告

・今月の景気　景気総括（今月のCI・DIのうごき）

・特集　インダストリー4.0

・九州・山口の設備投資2015下半期

●第81回イブニングセミナー九経調　調査研究部
ミーティングルーム

九経調　調査研究部04/05 18:30 19:30～ ●第81回イブニングセミナー

月報３月号報告

・今月の景気　景気総括（今月のCI・DIのうごき）

・特集　インダストリー4.0

・九州・山口の設備投資2015下半期

0

九州大学基幹教育院

助教　佐合　紀親　氏

●サイエンスカフェ

第37回サイエンスカフェ＠ふくおか

「宇宙のささやきを"聞く"！」

～天文学の新時代を切り開く重力波～

第37回サイエンスカフェ＠ふくおか

「宇宙のささやきを"聞く"！」

～天文学の新時代を切り開く重力波～

●サイエンスカフェ九州大学基幹教育院

助教　佐合　紀親　氏交流ラウンジ
九州大学基幹教育院

助教　佐合　紀親　氏

04/15 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ

第37回サイエンスカフェ＠ふくおか

「宇宙のささやきを"聞く"！」

～天文学の新時代を切り開く重力波～

0

DRATION　Drone　Planner

代表　稲田　悠樹氏

●事業セミナー

ドローンビジネスの進撃

農業・建設・物流・警備・災害対応で活躍

ドローンビジネスの進撃

農業・建設・物流・警備・災害対応で活躍

●事業セミナーDRATION　Drone　Planner

代表　稲田　悠樹氏BIZCOLI
DRATION　Drone　Planner

代表　稲田　悠樹氏

04/25 18:30 20:00～ ●事業セミナー

ドローンビジネスの進撃

農業・建設・物流・警備・災害対応で活躍

0

5月

九州国立博物館

主任研究員　川村　佳男氏

●九州国立博物館特別展応援セミナー

九州国立博物館特別展

始皇帝が夢見た「永遠」ー兵馬俑と発掘品から読

み解くー

九州国立博物館特別展

始皇帝が夢見た「永遠」ー兵馬俑と発掘品から読

み解くー

●九州国立博物館特別展応援セミナー九州国立博物館

主任研究員　川村　佳男氏交流ラウンジ
九州国立博物館

主任研究員　川村　佳男氏

05/17 18:30 20:00～ ●九州国立博物館特別展応援セミナー

九州国立博物館特別展

始皇帝が夢見た「永遠」ー兵馬俑と発掘品から読

み解くー

0

北京国脳環科環保科技有限公司

海外マネージャー　佐野　史明　氏

●事業セミナー

中国環境ビジネス「基本」と「しかけ」

 ～中国第13次五カ年計画（2016～20年）対応～

中国環境ビジネス「基本」と「しかけ」

 ～中国第13次五カ年計画（2016～20年）対応～

●事業セミナー北京国脳環科環保科技有限公司

海外マネージャー　佐野　史明　氏BIZCOLI
北京国脳環科環保科技有限公司

海外マネージャー　佐野　史明　氏

05/25 18:30 20:00～ ●事業セミナー

中国環境ビジネス「基本」と「しかけ」

 ～中国第13次五カ年計画（2016～20年）対応～

0

株式会社アールナイン

代表取締役社長　長居　亮氏

株式会社アドアルファ

代表取締役社長　中島洋史氏

●事業セミナー

採用に効く！オフィスづくりを考える 採用に効く！オフィスづくりを考える

●事業セミナー株式会社アールナイン

代表取締役社長　長居　亮氏

株式会社アドアルファ

代表取締役社長　中島洋史氏

交流ラウンジ
株式会社アールナイン

代表取締役社長　長居　亮氏

株式会社アドアルファ

代表取締役社長　中島洋史氏

05/26 18:30 20:30～ ●事業セミナー

採用に効く！オフィスづくりを考える
0

東京大学大学院　総合文化研究科

教授　松原　宏　氏

●九州経済調査協会創立70周年記念事業

第1回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－

　「対流促進型」国土の展望と九州経済

第1回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－

　「対流促進型」国土の展望と九州経済

●九州経済調査協会創立70周年記念事業東京大学大学院　総合文化研究科

教授　松原　宏　氏アクロス福岡１F円形
ホール

東京大学大学院　総合文化研究科

教授　松原　宏　氏

05/27 15:00 17:00～ ●九州経済調査協会創立70周年記念事業

第1回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－

　「対流促進型」国土の展望と九州経済

0

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）バンコク事務所

所長　伊東　和宏氏

佐賀県　スポーツ文化交流局

副局長　田中　裕之氏

●事業セミナー

インバウンド観光プロモーション～地域の魅力発信 インバウンド観光プロモーション～地域の魅力発信

●事業セミナー日本政府観光局（ＪＮＴＯ）バンコク事務所

所長　伊東　和宏氏

佐賀県　スポーツ文化交流局

副局長　田中　裕之氏

共創館カンファレンスC
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）バンコク事務所

所長　伊東　和宏氏

佐賀県　スポーツ文化交流局

副局長　田中　裕之氏

05/27 14:00 16:40～ ●事業セミナー

インバウンド観光プロモーション～地域の魅力発信
0

九州大学理学研究院　物理学部門　助教 大

西 紘平氏

●サイエンスカフェ

第38回サイエンスカフェ＠ふくおか

「磁石の謎に迫る！」〜ナノテクで切り拓く磁石の世

界〜

第38回サイエンスカフェ＠ふくおか

「磁石の謎に迫る！」〜ナノテクで切り拓く磁石の世

界〜

●サイエンスカフェ九州大学理学研究院　物理学部門　助教 大

西 紘平氏交流ラウンジ
九州大学理学研究院　物理学部門　助教 大

西 紘平氏

05/27 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ

第38回サイエンスカフェ＠ふくおか

「磁石の謎に迫る！」〜ナノテクで切り拓く磁石の世

界〜

0
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17/08/24

イベント開催実績

●：Bizcoli主催　□：Bizcoli協力

現在

時間・場所 イベント名/内容 講師・説明者月日

(2016年度)
2016年開催実績

2015年開催実績

ソート

2017年開催実績

6月

九経調　調査研究部

次長　片山 礼二郎

九経調　調査研究部

研究主査　松嶋 慶祐

●第82回イブニングセミナー

「特集　熊本地震」

・熊本地震による九州経済への影響

・益城町の被災状況～太陽光関連施設を中心に～

「特集　熊本地震」

・熊本地震による九州経済への影響

・益城町の被災状況～太陽光関連施設を中心に～

●第82回イブニングセミナー九経調　調査研究部

次長　片山 礼二郎

九経調　調査研究部

研究主査　松嶋 慶祐

ミーティングルーム
九経調　調査研究部

次長　片山 礼二郎

九経調　調査研究部

研究主査　松嶋 慶祐

06/06 18:30 19:30～ ●第82回イブニングセミナー

「特集　熊本地震」

・熊本地震による九州経済への影響

・益城町の被災状況～太陽光関連施設を中心に～

0

福岡R 不動産

代表取締役　長谷川 繁氏

株式会社アドアルファ

代表取締役社長　中島 洋史氏

●事業セミナー

「Office の新しいあり方」～これからの不動産の選

び方～

「Office の新しいあり方」～これからの不動産の選

び方～

●事業セミナー福岡R 不動産

代表取締役　長谷川 繁氏

株式会社アドアルファ

代表取締役社長　中島 洋史氏

交流ラウンジ
福岡R 不動産

代表取締役　長谷川 繁氏

株式会社アドアルファ

代表取締役社長　中島 洋史氏

06/30 18:30 20:30～ ●事業セミナー

「Office の新しいあり方」～これからの不動産の選

び方～

0

7月

ODY　代表　柳原　弘道　氏●BIZCOLI　TECH

動き出した自動運転車の未来

第１回テーマ：欧州の知識の構造

動き出した自動運転車の未来

第１回テーマ：欧州の知識の構造

●BIZCOLI　TECHODY　代表　柳原　弘道　氏
ミーティングルーム

ODY　代表　柳原　弘道　氏07/01 18:30 20:30～ ●BIZCOLI　TECH

動き出した自動運転車の未来

第１回テーマ：欧州の知識の構造

0

九経調　調査研究部

研究主査　能本 美穂

九経調　調査研究部

研究員　八木 杏奈

●第83回イブニングセミナー

・熊本地震による九州経済への影響　～自動車・半

導体事業所への影響～

・熊本地震による九州観光への影響

・熊本地震による九州経済への影響　～自動車・半

導体事業所への影響～

・熊本地震による九州観光への影響

●第83回イブニングセミナー九経調　調査研究部

研究主査　能本 美穂

九経調　調査研究部

研究員　八木 杏奈

交流ラウンジ
九経調　調査研究部

研究主査　能本 美穂

九経調　調査研究部

研究員　八木 杏奈

07/05 18:30 19:30～ ●第83回イブニングセミナー

・熊本地震による九州経済への影響　～自動車・半

導体事業所への影響～

・熊本地震による九州観光への影響

0

九州大学基幹教育院

准教授 安田　章人　氏

●サイエンスカフェ

第39回サイエンスカフェ＠ふくおか

「野生動物との共存に迫る！」〜狩猟を通して考え

る、人と野生動物の関係〜

第39回サイエンスカフェ＠ふくおか

「野生動物との共存に迫る！」〜狩猟を通して考え

る、人と野生動物の関係〜

●サイエンスカフェ九州大学基幹教育院

准教授 安田　章人　氏交流ラウンジ
九州大学基幹教育院

准教授 安田　章人　氏

07/08 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ

第39回サイエンスカフェ＠ふくおか

「野生動物との共存に迫る！」〜狩猟を通して考え

る、人と野生動物の関係〜

0

九州国立博物館

特任研究員　䑓信　祐爾　氏

●九州国立博物館特別展応援セミナー

九州国立博物館特別展

「東山魁夷　自然と人、そして町」　応援セミナー

九州国立博物館特別展

「東山魁夷　自然と人、そして町」　応援セミナー

●九州国立博物館特別展応援セミナー九州国立博物館

特任研究員　䑓信　祐爾　氏交流ラウンジ
九州国立博物館

特任研究員　䑓信　祐爾　氏

07/15 18:30 20:00～ ●九州国立博物館特別展応援セミナー

九州国立博物館特別展

「東山魁夷　自然と人、そして町」　応援セミナー

0

株式会社リアルディア

代表取締役社長 前刀 禎明氏

●経済講演会

『九州から考える世界を変える企業』

～Self-Innovation　&　Challenge～

『九州から考える世界を変える企業』

～Self-Innovation　&　Challenge～

●経済講演会株式会社リアルディア

代表取締役社長 前刀 禎明氏共創館カンファレンスA
株式会社リアルディア

代表取締役社長 前刀 禎明氏

07/20 13:30 15:00～ ●経済講演会

『九州から考える世界を変える企業』

～Self-Innovation　&　Challenge～

0

ライフネット生命株式会社

代表取締役会長

出口　治明　氏

●事業セミナー

イギリス「EU離脱」の衝撃 イギリス「EU離脱」の衝撃

●事業セミナーライフネット生命株式会社

代表取締役会長

出口　治明　氏

BIZCOLI
ライフネット生命株式会社

代表取締役会長

出口　治明　氏

07/23 11:00 12:30～ ●事業セミナー

イギリス「EU離脱」の衝撃
0

8月

ヒューマン&ヒューマン株式会社

取締役  川原　和代　氏

●事業セミナー

『みる・きく・はなす技術』

 第１回　「みる」技術～意識して人をみるとは？

『みる・きく・はなす技術』

 第１回　「みる」技術～意識して人をみるとは？

●事業セミナーヒューマン&ヒューマン株式会社

取締役  川原　和代　氏交流ラウンジ
ヒューマン&ヒューマン株式会社

取締役  川原　和代　氏

08/05 18:30 20:30～ ●事業セミナー

『みる・きく・はなす技術』

 第１回　「みる」技術～意識して人をみるとは？

0

株式会社アドアルファ

代表取締役社長　中島 洋史氏

●事業セミナー

「総務が知るべきオフィス環境づくり７つの基本」

　～いざというとき対応できる基礎知識～

「総務が知るべきオフィス環境づくり７つの基本」

　～いざというとき対応できる基礎知識～

●事業セミナー株式会社アドアルファ

代表取締役社長　中島 洋史氏交流ラウンジ
株式会社アドアルファ

代表取締役社長　中島 洋史氏

08/18 18:30 20:00～ ●事業セミナー

「総務が知るべきオフィス環境づくり７つの基本」

　～いざというとき対応できる基礎知識～

0
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17/08/24

イベント開催実績

●：Bizcoli主催　□：Bizcoli協力

現在

時間・場所 イベント名/内容 講師・説明者月日

(2016年度)
2016年開催実績

2015年開催実績

ソート

2017年開催実績

九州大学　カーボンニュートラル・エネルギー

国際研究所

准教授　山内　美穂　氏

●サイエンスカフェ

第40回サイエンスカフェ＠ふくおか

「ナノパーティクルの化学に迫る！」〜持続可能な

社会と触媒化学〜

第40回サイエンスカフェ＠ふくおか

「ナノパーティクルの化学に迫る！」〜持続可能な

社会と触媒化学〜

●サイエンスカフェ九州大学　カーボンニュートラル・エネルギー

国際研究所

准教授　山内　美穂　氏

交流ラウンジ
九州大学　カーボンニュートラル・エネルギー

国際研究所

准教授　山内　美穂　氏

08/26 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ

第40回サイエンスカフェ＠ふくおか

「ナノパーティクルの化学に迫る！」〜持続可能な

社会と触媒化学〜

0

9月

九州大学決断科学センター

助教　杉本　めぐみ氏

●第2回決断科学セッション

「災害時の決断」その時、現場リーダーは何をする

べきか。

「災害時の決断」その時、現場リーダーは何をする

べきか。

●第2回決断科学セッション九州大学決断科学センター

助教　杉本　めぐみ氏交流ラウンジ
九州大学決断科学センター

助教　杉本　めぐみ氏

09/08 18:30 20:30～ ●第2回決断科学セッション

「災害時の決断」その時、現場リーダーは何をする

べきか。

0

ヒューマン&ヒューマン株式会社

取締役  川原　和代　氏

●事業セミナー

『みる・きく・はなす技術』

 第２回　「きく」技術

『みる・きく・はなす技術』

 第２回　「きく」技術

●事業セミナーヒューマン&ヒューマン株式会社

取締役  川原　和代　氏交流ラウンジ
ヒューマン&ヒューマン株式会社

取締役  川原　和代　氏

09/09 18:30 20:30～ ●事業セミナー

『みる・きく・はなす技術』

 第２回　「きく」技術

0

マレーシア工科大学

教授　ズルカフリ・ユソップ氏

日本水フォーラム

代表理事　竹村公太郎氏

佐賀大学

名誉教授　荒牧軍治氏

●事業セミナー

九州水フォーラム2016　KYUSHU WATER FORUM

2016

23日　シンポジウム

24日　熊本エクスカーション

九州水フォーラム2016　KYUSHU WATER FORUM

2016

23日　シンポジウム

24日　熊本エクスカーション

●事業セミナーマレーシア工科大学

教授　ズルカフリ・ユソップ氏

日本水フォーラム

代表理事　竹村公太郎氏

佐賀大学

名誉教授　荒牧軍治氏

ニューオータニ博多
マレーシア工科大学

教授　ズルカフリ・ユソップ氏

日本水フォーラム

代表理事　竹村公太郎氏

佐賀大学

名誉教授　荒牧軍治氏

09/23 13:00 19:00～ ●事業セミナー

九州水フォーラム2016　KYUSHU WATER FORUM

2016

23日　シンポジウム

24日　熊本エクスカーション

0

うきは市　市長　髙木　典雄　氏

九州経済調査協会 　蒲池琴美

●事業セミナー

地域の誇り"うきはテロワール"

ちょっと先ゆく農業ブランディング

新しいまちづくりセミナー

地域の誇り"うきはテロワール"

ちょっと先ゆく農業ブランディング

新しいまちづくりセミナー

●事業セミナーうきは市　市長　髙木　典雄　氏

九州経済調査協会 　蒲池琴美交流ラウンジ
うきは市　市長　髙木　典雄　氏

九州経済調査協会 　蒲池琴美

09/29 19:00 20:30～ ●事業セミナー

地域の誇り"うきはテロワール"

ちょっと先ゆく農業ブランディング

新しいまちづくりセミナー

0

10月

九州国立博物館  学芸部企画課交流室研究

員

森實　久美子　氏

●九州国立博物館特別展応援セミナー

九州国立博物館特別展

京都 高山寺と明恵上人 鳥獣戯画

応援セミナー「知られざる明恵上人の魅力に迫

る！」

九州国立博物館特別展

京都 高山寺と明恵上人 鳥獣戯画

応援セミナー「知られざる明恵上人の魅力に迫

る！」

●九州国立博物館特別展応援セミナー九州国立博物館  学芸部企画課交流室研究

員

森實　久美子　氏

交流ラウンジ
九州国立博物館  学芸部企画課交流室研究

員

森實　久美子　氏

10/05 18:30 20:00～ ●九州国立博物館特別展応援セミナー

九州国立博物館特別展

京都 高山寺と明恵上人 鳥獣戯画

応援セミナー「知られざる明恵上人の魅力に迫

る！」

0

ヒューマン&ヒューマン株式会社

取締役  川原　和代　氏

●事業セミナー

『みる・きく・はなす技術』

 第３回　「はなす」技術

『みる・きく・はなす技術』

 第３回　「はなす」技術

●事業セミナーヒューマン&ヒューマン株式会社

取締役  川原　和代　氏ミーティングルーム
ヒューマン&ヒューマン株式会社

取締役  川原　和代　氏

10/07 18:30 20:30～ ●事業セミナー

『みる・きく・はなす技術』

 第３回　「はなす」技術

0

九州大学高等研究院及び大学院芸術工学研

究院

准教授　妹尾　武治氏

●事業セミナー

「脳は、なぜあなたをだますのか」　W出版記念セミ

ナー

「脳は、なぜあなたをだますのか」　W出版記念セミ

ナー

●事業セミナー九州大学高等研究院及び大学院芸術工学研

究院

准教授　妹尾　武治氏

交流ラウンジ
九州大学高等研究院及び大学院芸術工学研

究院

准教授　妹尾　武治氏

10/13 19:00 20:30～ ●事業セミナー

「脳は、なぜあなたをだますのか」　W出版記念セミ

ナー

0

九州大学システム情報科学研究院　准教授

池田　大輔氏

●サイエンスカフェ

第41回サイエンスカフェ＠ふくおか

「アナログとデジタルの関係に迫る！」～人の思

考、コンピュータ、人工知能～

第41回サイエンスカフェ＠ふくおか

「アナログとデジタルの関係に迫る！」～人の思

考、コンピュータ、人工知能～

●サイエンスカフェ九州大学システム情報科学研究院　准教授

池田　大輔氏交流ラウンジ
九州大学システム情報科学研究院　准教授

池田　大輔氏

10/14 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ

第41回サイエンスカフェ＠ふくおか

「アナログとデジタルの関係に迫る！」～人の思

考、コンピュータ、人工知能～

0
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(2016年度)
2016年開催実績

2015年開催実績

ソート

2017年開催実績

中央大学大学院経済学研究科　教授　山﨑

朗　氏

●九州経済調査協会創立70周年記念事業

第２回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－

　「グローバル地方創生に向かって舵を切れ」

第２回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－

　「グローバル地方創生に向かって舵を切れ」

●九州経済調査協会創立70周年記念事業中央大学大学院経済学研究科　教授　山﨑

朗　氏ホテルニューオータニ
博多　３F　芙蓉の間

中央大学大学院経済学研究科　教授　山﨑

朗　氏

10/20 15:00 17:00～ ●九州経済調査協会創立70周年記念事業

第２回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－

　「グローバル地方創生に向かって舵を切れ」

0

九州国立博物館

主任研究員　進村　真之氏

●九州国立博物館トピック展示セミナー

「海の王都　原の辻遺跡と壱岐の至宝」 「海の王都　原の辻遺跡と壱岐の至宝」

●九州国立博物館トピック展示セミナー九州国立博物館

主任研究員　進村　真之氏交流ラウンジ
九州国立博物館

主任研究員　進村　真之氏

10/25 18:30 20:00～ ●九州国立博物館トピック展示セミナー

「海の王都　原の辻遺跡と壱岐の至宝」

0

株式会社やまとごころ　代表取締役・インバウ

ンド戦略アドバイザー

村山  慶輔　氏

地方経済総合研究所　調査研究部　教授　小

田　正氏

東海大学経営学部

教授  小林寛子氏

黒川温泉　旅館わかば

代表取締役  志賀希氏

九州経済調査協会　常務理事・調査研究部長

田代雅彦

●九州経済調査協会創立70周年記念事業

新しい観光の姿～地域力の活用 （熊本開催）

　第1部　基調講演　「地域力向上による新しいイン

バウンド観光」

　第2部  パネルディスカッション

新しい観光の姿～地域力の活用 （熊本開催）

　第1部　基調講演　「地域力向上による新しいイン

バウンド観光」

　第2部  パネルディスカッション

●九州経済調査協会創立70周年記念事業株式会社やまとごころ　代表取締役・インバウ

ンド戦略アドバイザー

村山  慶輔　氏

地方経済総合研究所　調査研究部　教授　小

田　正氏

東海大学経営学部

教授  小林寛子氏

黒川温泉　旅館わかば

代表取締役  志賀希氏

九州経済調査協会　常務理事・調査研究部長

田代雅彦

ホテル日航熊本阿蘇Ａ
（熊本市中央区上通町2-1）

株式会社やまとごころ　代表取締役・インバウ

ンド戦略アドバイザー

村山  慶輔　氏

地方経済総合研究所　調査研究部　教授　小

田　正氏

東海大学経営学部

教授  小林寛子氏

黒川温泉　旅館わかば

代表取締役  志賀希氏

九州経済調査協会　常務理事・調査研究部長

田代雅彦

10/27 14:00 17:00～ ●九州経済調査協会創立70周年記念事業

新しい観光の姿～地域力の活用 （熊本開催）

　第1部　基調講演　「地域力向上による新しいイン

バウンド観光」

　第2部  パネルディスカッション

0

（一社）日本経済研究所 専務理事 地域未来

研究センター長　鍋山　徹　氏

●九州経済調査協会創立70周年記念事業

第3回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－

　「マクロ・ミクロ10題～世界・日本そして九州の未

来」

第3回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－

　「マクロ・ミクロ10題～世界・日本そして九州の未

来」

●九州経済調査協会創立70周年記念事業（一社）日本経済研究所 専務理事 地域未来

研究センター長　鍋山　徹　氏ホテルニューオータニ
博多　３F　芙蓉の間

（一社）日本経済研究所 専務理事 地域未来

研究センター長　鍋山　徹　氏

10/28 15:00 17:00～ ●九州経済調査協会創立70周年記念事業

第3回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－

　「マクロ・ミクロ10題～世界・日本そして九州の未

来」

0

11月

株式会社ＦＬＯＯＡＴ　代表取締役社長　山田

雅崇　氏

株式会社アドアルファ

代表取締役社　中島　洋史　氏

●事業セミナー

ヒトづくりをするためのオフィスづくり

東京クリエイティブオフィスづくり事例に学ぶ

ヒトづくりをするためのオフィスづくり

東京クリエイティブオフィスづくり事例に学ぶ

●事業セミナー株式会社ＦＬＯＯＡＴ　代表取締役社長　山田

雅崇　氏

株式会社アドアルファ

代表取締役社　中島　洋史　氏

交流ラウンジ
株式会社ＦＬＯＯＡＴ　代表取締役社長　山田

雅崇　氏

株式会社アドアルファ

代表取締役社　中島　洋史　氏

11/11 18:30 20:00～ ●事業セミナー

ヒトづくりをするためのオフィスづくり

東京クリエイティブオフィスづくり事例に学ぶ

0

九州旅客鉄道・JR九州ファーム

九電工

西部ガス・エスジーグリーンハウス

西日本鉄道

●事業セミナー

 五感で楽しむ九州産フード　～地域や人々を

HAPPYに！～

「農業生産法人がはじめた八百屋と菓子店」

 「オリーブで天草を元気に」

 「腎臓病患者様向け無農薬水耕レタス『健腎菜』」

 「人と地域をつなぐ－NJアグリサポートと縁線プロ

ジェクト」

 五感で楽しむ九州産フード　～地域や人々を

HAPPYに！～

「農業生産法人がはじめた八百屋と菓子店」

 「オリーブで天草を元気に」

 「腎臓病患者様向け無農薬水耕レタス『健腎菜』」

 「人と地域をつなぐ－NJアグリサポートと縁線プロ

ジェクト」

●事業セミナー九州旅客鉄道・JR九州ファーム

九電工

西部ガス・エスジーグリーンハウス

西日本鉄道

共創館カンファレンス
九州旅客鉄道・JR九州ファーム

九電工

西部ガス・エスジーグリーンハウス

西日本鉄道

11/21 18:30 20:00～ ●事業セミナー

 五感で楽しむ九州産フード　～地域や人々を

HAPPYに！～

「農業生産法人がはじめた八百屋と菓子店」

 「オリーブで天草を元気に」

 「腎臓病患者様向け無農薬水耕レタス『健腎菜』」

 「人と地域をつなぐ－NJアグリサポートと縁線プロ

ジェクト」

0
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漫画家　博多町家ふるさと館　館長　長谷川

法世　氏

福岡県立美術館

学芸員　高山　百合　氏

●アートフェア

博多商人と芸術・文化～地域経済と文化のかかわ

り

「博多画傅三傑展～仙厓・渓仙・善三郎～博多町

人文化の華」に寄せて

博多商人と芸術・文化～地域経済と文化のかかわ

り

「博多画傅三傑展～仙厓・渓仙・善三郎～博多町

人文化の華」に寄せて

●アートフェア漫画家　博多町家ふるさと館　館長　長谷川

法世　氏

福岡県立美術館

学芸員　高山　百合　氏

交流ラウンジ
漫画家　博多町家ふるさと館　館長　長谷川

法世　氏

福岡県立美術館

学芸員　高山　百合　氏

11/22 18:00 20:00～ ●アートフェア

博多商人と芸術・文化～地域経済と文化のかかわ

り

「博多画傅三傑展～仙厓・渓仙・善三郎～博多町

人文化の華」に寄せて

0

西鉄情報システム株式会社　理事　営業推進

本部ＩＴ営業主幹　浦 正勝　氏

株式会社コロプラ　コーポレート統括本部　お

でかけ研究所グループマネージャー

酒井 幸輝　氏

●第84回九経調イブニングセミナー

「公共交通ビッグデータを活用した地域ITSサービ

ス」

～2018アジアパシフィックＩＴＳフォーラム福岡大会

にてアジアへ発信～

「公共交通ビッグデータを活用した地域ITSサービ

ス」

～2018アジアパシフィックＩＴＳフォーラム福岡大会

にてアジアへ発信～

●第84回九経調イブニングセミナー西鉄情報システム株式会社　理事　営業推進

本部ＩＴ営業主幹　浦 正勝　氏

株式会社コロプラ　コーポレート統括本部　お

でかけ研究所グループマネージャー

酒井 幸輝　氏

九経調会議室
西鉄情報システム株式会社　理事　営業推進

本部ＩＴ営業主幹　浦 正勝　氏

株式会社コロプラ　コーポレート統括本部　お

でかけ研究所グループマネージャー

酒井 幸輝　氏

11/25 18:30 20:00～ ●第84回九経調イブニングセミナー

「公共交通ビッグデータを活用した地域ITSサービ

ス」

～2018アジアパシフィックＩＴＳフォーラム福岡大会

にてアジアへ発信～

0

九州大学名誉教授／特定非営利活動法人ア

ジアン・エイジング・ビジネスセンター理事長

小川　全夫　氏

●九州経済調査協会創立70周年記念事業

第４回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－

  「アジアの高齢化と九州（仮題）」

第４回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－

  「アジアの高齢化と九州（仮題）」

●九州経済調査協会創立70周年記念事業九州大学名誉教授／特定非営利活動法人ア

ジアン・エイジング・ビジネスセンター理事長

小川　全夫　氏

アクロス福岡　円形
ホール

九州大学名誉教授／特定非営利活動法人ア

ジアン・エイジング・ビジネスセンター理事長

小川　全夫　氏

11/28 15:00 17:00～ ●九州経済調査協会創立70周年記念事業

第４回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－

  「アジアの高齢化と九州（仮題）」

0

ODY　代表　柳原　弘道　氏●BIZCOLI　TECH

未来を拓く技術～欧州流研究方法

テーマ：コアとなる自動運転技術

未来を拓く技術～欧州流研究方法

テーマ：コアとなる自動運転技術

●BIZCOLI　TECHODY　代表　柳原　弘道　氏
BIZCOLI

ODY　代表　柳原　弘道　氏11/29 18:30 20:30～ ●BIZCOLI　TECH

未来を拓く技術～欧州流研究方法

テーマ：コアとなる自動運転技術

0

12月

九州大学先導物質科学研究所　助教　平井

智康　氏

●サイエンスカフェ

第42回サイエンスカフェ＠ふくおか

「材料の表面に迫る!」

～次世代材料の開発の鍵をにぎる精密合成・解析

法～

第42回サイエンスカフェ＠ふくおか

「材料の表面に迫る!」

～次世代材料の開発の鍵をにぎる精密合成・解析

法～

●サイエンスカフェ九州大学先導物質科学研究所　助教　平井

智康　氏交流ラウンジ
九州大学先導物質科学研究所　助教　平井

智康　氏

12/09 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ

第42回サイエンスカフェ＠ふくおか

「材料の表面に迫る!」

～次世代材料の開発の鍵をにぎる精密合成・解析

法～

0

ワシントン大学教授 ハ・ヨンチョル氏、UCバー

クレー教授 Ｔ.Ｊ.ペンペル氏 ほか

●九州経済調査協会創立70周年記念事業

九州の未来を考える国際シンポジウムIN 北九州

流動する北東アジア～紛争か、協力か～

九州の未来を考える国際シンポジウムIN 北九州

流動する北東アジア～紛争か、協力か～

●九州経済調査協会創立70周年記念事業ワシントン大学教授 ハ・ヨンチョル氏、UCバー

クレー教授 Ｔ.Ｊ.ペンペル氏 ほか北九州国際会議場
ワシントン大学教授 ハ・ヨンチョル氏、UCバー

クレー教授 Ｔ.Ｊ.ペンペル氏 ほか

12/17 13:20 17:30～ ●九州経済調査協会創立70周年記念事業

九州の未来を考える国際シンポジウムIN 北九州

流動する北東アジア～紛争か、協力か～

0

米国カリフォルニア大学サンディエゴ校/パブ

リック・プログラム　アソシエイト・バイス・チャン

セラー､エクステンション長

メアリー・ウオルショック博士 (Dr. Mary L.

Walshok)

●CONNECT/サンディエゴ創始者 メアリー・ウオル

ショック博士特別講演

地域イノベーション成功と起業家創出の秘訣

−米国サンディエゴの事例に学ぶ−

地域イノベーション成功と起業家創出の秘訣

−米国サンディエゴの事例に学ぶ−

●CONNECT/サンディエゴ創始者 メアリー・ウオル

ショック博士特別講演

米国カリフォルニア大学サンディエゴ校/パブ

リック・プログラム　アソシエイト・バイス・チャン

セラー､エクステンション長

メアリー・ウオルショック博士 (Dr. Mary L.

Walshok)

共創館カンファレンスA
米国カリフォルニア大学サンディエゴ校/パブ

リック・プログラム　アソシエイト・バイス・チャン

セラー､エクステンション長

メアリー・ウオルショック博士 (Dr. Mary L.

Walshok)

12/19 14:00 16:00～ ●CONNECT/サンディエゴ創始者 メアリー・ウオル

ショック博士特別講演

地域イノベーション成功と起業家創出の秘訣

−米国サンディエゴの事例に学ぶ−

0

2017年
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イベント開催実績

●：Bizcoli主催　□：Bizcoli協力

現在

時間・場所 イベント名/内容 講師・説明者月日

(2016年度)
2016年開催実績

2015年開催実績

ソート

2017年開催実績

1月

博多町人文化連盟理事長　　西島　雅幸　氏

（西島伊三雄氏ご子息）

●事業セミナー

－九経調文化セミナー

育ててくれた博多に恩返し

－九経調文化セミナー

育ててくれた博多に恩返し

●事業セミナー博多町人文化連盟理事長　　西島　雅幸　氏

（西島伊三雄氏ご子息）共創館カンファレンス
博多町人文化連盟理事長　　西島　雅幸　氏

（西島伊三雄氏ご子息）

01/12 18:00 19:30～ ●事業セミナー

－九経調文化セミナー

育ててくれた博多に恩返し

0

農業・食品産業技術総合研究機構

主任研究員  佐々木　克友　氏

●サイエンスカフェ

第43回サイエンスカフェ＠ふくおか

「新しい花の作り方の謎に迫る！」

～バイオテクノロジーを利用した新しい花の創出～

第43回サイエンスカフェ＠ふくおか

「新しい花の作り方の謎に迫る！」

～バイオテクノロジーを利用した新しい花の創出～

●サイエンスカフェ農業・食品産業技術総合研究機構

主任研究員  佐々木　克友　氏交流ラウンジ
農業・食品産業技術総合研究機構

主任研究員  佐々木　克友　氏

01/20 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ

第43回サイエンスカフェ＠ふくおか

「新しい花の作り方の謎に迫る！」

～バイオテクノロジーを利用した新しい花の創出～

0

九州国立博物館

研究員 小嶋 　篤 氏

●九州国立博物館特別展応援セミナー

九州国立博物館特別展

「宗像君と大和朝廷」－航路から読み解く東アジア

史－

「宗像・沖ノ島と大和朝廷」   応援セミナー

九州国立博物館特別展

「宗像君と大和朝廷」－航路から読み解く東アジア

史－

「宗像・沖ノ島と大和朝廷」   応援セミナー

●九州国立博物館特別展応援セミナー九州国立博物館

研究員 小嶋 　篤 氏交流ラウンジ
九州国立博物館

研究員 小嶋 　篤 氏

01/27 18:30 20:00～ ●九州国立博物館特別展応援セミナー

九州国立博物館特別展

「宗像君と大和朝廷」－航路から読み解く東アジア

史－

「宗像・沖ノ島と大和朝廷」   応援セミナー

0

2月

九経調　調査研究部

主任研究員　大谷友男

●2017年九州経済白書説明会

「人材枯渇時代を生き抜く地域戦略」説明会

【福岡会場】

「人材枯渇時代を生き抜く地域戦略」説明会

【福岡会場】

●2017年九州経済白書説明会九経調　調査研究部

主任研究員　大谷友男FFGホール　福岡銀行
本店

九経調　調査研究部

主任研究員　大谷友男

02/15 15:00 16:30～ ●2017年九州経済白書説明会

「人材枯渇時代を生き抜く地域戦略」説明会

【福岡会場】

0

九経調　調査研究部

主任研究員　大谷友男

●2017年九州経済白書説明会

「人材枯渇時代を生き抜く地域戦略」説明会

【佐世保会場】

「人材枯渇時代を生き抜く地域戦略」説明会

【佐世保会場】

●2017年九州経済白書説明会九経調　調査研究部

主任研究員　大谷友男FFG佐世保ビル
九経調　調査研究部

主任研究員　大谷友男

02/24 13:30 15:00～ ●2017年九州経済白書説明会

「人材枯渇時代を生き抜く地域戦略」説明会

【佐世保会場】

0

九州大学大学院　芸術工学研究院

助教　平松　千尋　氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第44回サイエンスカフェ＠ふくおか

「色覚進化の謎に迫る！」

～霊長類の色覚の進化と多様性～

第44回サイエンスカフェ＠ふくおか

「色覚進化の謎に迫る！」

～霊長類の色覚の進化と多様性～

●サイエンスカフェ＠ふくおか九州大学大学院　芸術工学研究院

助教　平松　千尋　氏交流ラウンジ
九州大学大学院　芸術工学研究院

助教　平松　千尋　氏

02/24 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第44回サイエンスカフェ＠ふくおか

「色覚進化の謎に迫る！」

～霊長類の色覚の進化と多様性～

0

九経調　調査研究部

主任研究員　大谷友男

●2017年九州経済白書説明会

「人材枯渇時代を生き抜く地域戦略」説明会

【北九州会場】

「人材枯渇時代を生き抜く地域戦略」説明会

【北九州会場】

●2017年九州経済白書説明会九経調　調査研究部

主任研究員　大谷友男FFG北九州本社ビル
九経調　調査研究部

主任研究員　大谷友男

02/27 13:30 15:00～ ●2017年九州経済白書説明会

「人材枯渇時代を生き抜く地域戦略」説明会

【北九州会場】

0

株式会社西日本フィナンシャルホールディン

グス

会長  久保 田　勇夫　氏

●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「決断･･･経営トップの最大の

仕事」

（女性限定イベント）～アフタヌーン　トーク～

リーダーの横顔を知る「決断･･･経営トップの最大の

仕事」

（女性限定イベント）～アフタヌーン　トーク～

●事業セミナー株式会社西日本フィナンシャルホールディン

グス

会長  久保 田　勇夫　氏

BIZCOLI
株式会社西日本フィナンシャルホールディン

グス

会長  久保 田　勇夫　氏

02/28 16:00 19:30～ ●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「決断･･･経営トップの最大の

仕事」

（女性限定イベント）～アフタヌーン　トーク～

0

3月

一般社団法人フレッサ福岡

代表理事　前川　健太　氏

●まちセミナー

新しいまちづくりセミナー～手法とアイディア

「ハンドボールによるまちづくりの新モデル」

新しいまちづくりセミナー～手法とアイディア

「ハンドボールによるまちづくりの新モデル」

●まちセミナー一般社団法人フレッサ福岡

代表理事　前川　健太　氏交流ラウンジ
一般社団法人フレッサ福岡

代表理事　前川　健太　氏

03/09 18:30 20:00～ ●まちセミナー

新しいまちづくりセミナー～手法とアイディア

「ハンドボールによるまちづくりの新モデル」

0
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イベント開催実績

●：Bizcoli主催　□：Bizcoli協力
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時間・場所 イベント名/内容 講師・説明者月日

(2016年度)
2016年開催実績

2015年開催実績

ソート

2017年開催実績

株式会社喜多屋　代表取締役会長 木下 茂

氏

●事業セミナー

企業トップセミナー

「地域企業の成長の秘訣～アライアンス経営の勧

め～」

企業トップセミナー

「地域企業の成長の秘訣～アライアンス経営の勧

め～」

●事業セミナー株式会社喜多屋　代表取締役会長 木下 茂

氏BIZCOLI交流ラウンジ
株式会社喜多屋　代表取締役会長 木下 茂

氏

03/16 18:00 20:15～ ●事業セミナー

企業トップセミナー

「地域企業の成長の秘訣～アライアンス経営の勧

め～」

0

アカデミック・リソース・ガイド株式会社　代表

岡本　真氏

くまもと森都心プラザ図書館　館長　河瀬　裕

子氏

●新しい図書館の“カタチ”～震災を乗り越えて～ ●新しい図書館の“カタチ”～震災を乗り越えて～アカデミック・リソース・ガイド株式会社　代表

岡本　真氏

くまもと森都心プラザ図書館　館長　河瀬　裕

子氏

BIZCOLI
アカデミック・リソース・ガイド株式会社　代表

岡本　真氏

くまもと森都心プラザ図書館　館長　河瀬　裕

子氏

03/24 14:00 17:15～ ●新しい図書館の“カタチ”～震災を乗り越えて～
15

株式会社安川電機　安川電機みらい館

館長 岡林 千夫 氏

●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「海外での業務、子育て経験

を通じて学んだこと」

（女性限定イベント）～アフタヌーン　トーク～

リーダーの横顔を知る「海外での業務、子育て経験

を通じて学んだこと」

（女性限定イベント）～アフタヌーン　トーク～

●事業セミナー株式会社安川電機　安川電機みらい館

館長 岡林 千夫 氏BIZCOLI
株式会社安川電機　安川電機みらい館

館長 岡林 千夫 氏

03/27 16:00 17:30～ ●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「海外での業務、子育て経験

を通じて学んだこと」

（女性限定イベント）～アフタヌーン　トーク～

15
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