
18/05/17

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

(2017年度)

□BIZCOLI５周年記念企画

「５th THE BIZCOLI ANNIVERSARY」

TeamKATSUYA  LOVEコネクター／画家

勝 屋 久 氏(katchaman)

□BIZCOLI５周年記念企画

「５th THE BIZCOLI ANNIVERSARY」

TeamKATSUYA  LOVEコネクター／画家

勝 屋 久 氏(katchaman)交流ラウンジ
04/03 19:00 21:00～ □BIZCOLI５周年記念企画

「５th THE BIZCOLI ANNIVERSARY」

TeamKATSUYA  LOVEコネクター／画家

勝 屋 久 氏(katchaman)

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第45回サイエンスカフェ＠ふくおか

「燃料電池で地球を救えるか！？」

～アイディアとその実践～

九州大学大学院・工学研究院・機械工学部門

水素利用プロセス研究室

准教授 白鳥 祐介 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第45回サイエンスカフェ＠ふくおか

「燃料電池で地球を救えるか！？」

～アイディアとその実践～

九州大学大学院・工学研究院・機械工学部門

水素利用プロセス研究室

准教授 白鳥 祐介 氏

交流ラウンジ
04/14 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第45回サイエンスカフェ＠ふくおか

「燃料電池で地球を救えるか！？」

～アイディアとその実践～

九州大学大学院・工学研究院・機械工学部門

水素利用プロセス研究室

准教授 白鳥 祐介 氏

●九州国立博物館特別展応援セミナー

日タイ修好130周年記念 特別展『タイ 〜仏の国の

輝き〜』 応援セミナー「タイ仏教美術から読み解く

王権と仏教」

九州国立博物館 企画課

特別展室長 原田 あゆみ 氏

●九州国立博物館特別展応援セミナー

日タイ修好130周年記念 特別展『タイ 〜仏の国の

輝き〜』 応援セミナー「タイ仏教美術から読み解く

王権と仏教」

九州国立博物館 企画課

特別展室長 原田 あゆみ 氏交流ラウンジ
04/20 18:30 20:00～ ●九州国立博物館特別展応援セミナー

日タイ修好130周年記念 特別展『タイ 〜仏の国の

輝き〜』 応援セミナー「タイ仏教美術から読み解く

王権と仏教」

九州国立博物館 企画課

特別展室長 原田 あゆみ 氏

●BIZCOLI TECH

世界の技術観～発想プロセスの違いをみる

題材：自動車用エンジンの燃焼と排気ガス対策

（株）ODY 代表 柳原 弘道 氏●BIZCOLI TECH

世界の技術観～発想プロセスの違いをみる

題材：自動車用エンジンの燃焼と排気ガス対策

（株）ODY 代表 柳原 弘道 氏
BIZCOLI

04/25 18:30 20:30～ ●BIZCOLI TECH

世界の技術観～発想プロセスの違いをみる

題材：自動車用エンジンの燃焼と排気ガス対策

（株）ODY 代表 柳原 弘道 氏

□BIZCOLI NIGHT 1st

「BIZCOLI NIGHT 1st」

ピープルリスト「Bluebook」が届けたい物語～もっと

自由な生き方

Weekend株式会社 創業者 増崎 慶太 氏□BIZCOLI NIGHT 1st

「BIZCOLI NIGHT 1st」

ピープルリスト「Bluebook」が届けたい物語～もっと

自由な生き方

Weekend株式会社 創業者 増崎 慶太 氏
交流ラウンジ

05/18 19:00 21:00～ □BIZCOLI NIGHT 1st

「BIZCOLI NIGHT 1st」

ピープルリスト「Bluebook」が届けたい物語～もっと

自由な生き方

Weekend株式会社 創業者 増崎 慶太 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第46回サイエンスカフェ＠ふくおか

「ウナギの産卵の謎に迫る！」

～大回遊の立役者は小さな頭の幼生～

九州大学大学院 農学研究院 資源生物化

学部門 准教授 望岡 典隆 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第46回サイエンスカフェ＠ふくおか

「ウナギの産卵の謎に迫る！」

～大回遊の立役者は小さな頭の幼生～

九州大学大学院 農学研究院 資源生物化

学部門 准教授 望岡 典隆 氏交流ラウンジ
05/26 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第46回サイエンスカフェ＠ふくおか

「ウナギの産卵の謎に迫る！」

～大回遊の立役者は小さな頭の幼生～

九州大学大学院 農学研究院 資源生物化

学部門 准教授 望岡 典隆 氏

●事業セミナー

1歩進んだインバウンド集客

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）ソウル事務所

所長 熊野 伸彦 氏

北九州フィルム・コミッション事務局

次長 上田 秀栄 氏

●事業セミナー

1歩進んだインバウンド集客

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）ソウル事務所

所長 熊野 伸彦 氏

北九州フィルム・コミッション事務局

次長 上田 秀栄 氏

共創館カンファレンスC
05/29 14:00 16:40～ ●事業セミナー

1歩進んだインバウンド集客

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）ソウル事務所

所長 熊野 伸彦 氏

北九州フィルム・コミッション事務局

次長 上田 秀栄 氏

●九州経済調査協会創立70周年記念事業

大分県の未来を考えるシンポジウム

「観光・サービス産業の成長と発展

～生産性向上がもたらすもの」 （大分開催）

第1部 基調講演 「未来をつくるイノベーション」

第2部  パネルディスカッション

一橋大学イノベーション研究センター特任教

授/法政大学大学院教授/日本元気塾塾長

米倉 誠一郎 氏

ジャクール 代表取締役 後藤 玄利 氏

モバイルクリエイト

代表取締役社長 村井 雄司 氏

日本経済研究所 専務理事 鍋山 徹 氏

九州経済調査協会 調査研究部

次長 片山 礼二郎 氏

●九州経済調査協会創立70周年記念事業

大分県の未来を考えるシンポジウム

「観光・サービス産業の成長と発展

～生産性向上がもたらすもの」 （大分開催）

第1部 基調講演 「未来をつくるイノベーション」

第2部  パネルディスカッション

一橋大学イノベーション研究センター特任教

授/法政大学大学院教授/日本元気塾塾長

米倉 誠一郎 氏

ジャクール 代表取締役 後藤 玄利 氏

モバイルクリエイト

代表取締役社長 村井 雄司 氏

日本経済研究所 専務理事 鍋山 徹 氏

九州経済調査協会 調査研究部

次長 片山 礼二郎 氏

大分オアシスタワーホ
テル（大分市高砂町2番48
号）

06/08 13:00 16:00～ ●九州経済調査協会創立70周年記念事業

大分県の未来を考えるシンポジウム

「観光・サービス産業の成長と発展

～生産性向上がもたらすもの」 （大分開催）

第1部 基調講演 「未来をつくるイノベーション」

第2部  パネルディスカッション

一橋大学イノベーション研究センター特任教

授/法政大学大学院教授/日本元気塾塾長

米倉 誠一郎 氏

ジャクール 代表取締役 後藤 玄利 氏

モバイルクリエイト

代表取締役社長 村井 雄司 氏

日本経済研究所 専務理事 鍋山 徹 氏

九州経済調査協会 調査研究部

次長 片山 礼二郎 氏
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□シンポジウム

女性活躍･起業シンポジウムin福岡 開催のお知ら

せ

ロイヤルブルーティージャパン株式会社

代表取締役社長 吉本桂子氏

株式会社Waris 共同代表 河京子氏

インアウト株式会社 締役副社長 帆足千恵氏

福岡県弁護士会 弁護士 吉野泉氏

株式会社日本政策投資銀行

女性起業サポートセンター長 原田文代氏

□シンポジウム

女性活躍･起業シンポジウムin福岡 開催のお知ら

せ

ロイヤルブルーティージャパン株式会社

代表取締役社長 吉本桂子氏

株式会社Waris 共同代表 河京子氏

インアウト株式会社 締役副社長 帆足千恵氏

福岡県弁護士会 弁護士 吉野泉氏

株式会社日本政策投資銀行

女性起業サポートセンター長 原田文代氏

FUKUOKA growth next
内 「福岡市スタートアッ
プカフェ」

06/16 15:00 19:00～ □シンポジウム

女性活躍･起業シンポジウムin福岡 開催のお知ら

せ

ロイヤルブルーティージャパン株式会社

代表取締役社長 吉本桂子氏

株式会社Waris 共同代表 河京子氏

インアウト株式会社 締役副社長 帆足千恵氏

福岡県弁護士会 弁護士 吉野泉氏

株式会社日本政策投資銀行

女性起業サポートセンター長 原田文代氏

●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「私の事業継承と次世代に

向けて」

（女性限定イベント）～アフタヌーン トーク～

竹下製菓株式会社

代表取締役社長 竹下 真由 氏

●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「私の事業継承と次世代に

向けて」

（女性限定イベント）～アフタヌーン トーク～

竹下製菓株式会社

代表取締役社長 竹下 真由 氏BIZCOLI
06/20 15:00 16:30～ ●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「私の事業継承と次世代に

向けて」

（女性限定イベント）～アフタヌーン トーク～

竹下製菓株式会社

代表取締役社長 竹下 真由 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第47回サイエンスカフェ＠ふくおか

「原子炉の謎に迫る！」

～原子核の連鎖反応を達成する仕組み～

九州大学大学院 工学研究院 エネルギー量

子工学部門 教授 藤本 望 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第47回サイエンスカフェ＠ふくおか

「原子炉の謎に迫る！」

～原子核の連鎖反応を達成する仕組み～

九州大学大学院 工学研究院 エネルギー量

子工学部門 教授 藤本 望 氏交流ラウンジ
06/23 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第47回サイエンスカフェ＠ふくおか

「原子炉の謎に迫る！」

～原子核の連鎖反応を達成する仕組み～

九州大学大学院 工学研究院 エネルギー量

子工学部門 教授 藤本 望 氏

●文化・教養セミナー

中洲の今、昔、そして未来～

中洲町連合会

専務理事 川原 雅康 氏

●文化・教養セミナー

中洲の今、昔、そして未来～

中洲町連合会

専務理事 川原 雅康 氏交流ラウンジ
07/06 18:00 19:30～ ●文化・教養セミナー

中洲の今、昔、そして未来～

中洲町連合会

専務理事 川原 雅康 氏

□シンポジウム

ロボット・シェアリング共同研究開発キックオフシン

ポジウム

「AI×ロボットが切り拓くライフサイエンスの未来」

産業技術総合研究所・創薬分子プロファイリ

ング研究センター長兼RBI株式会社 取締役

CSO 夏目 徹氏 東京医科歯科大学・大学院

医歯学総合研究科 教授 浅原 弘嗣 九州

大学・生体防御医学研究所 主幹教授 中山

敬一氏 慶應義塾大学・医学部・先端医科学

研究所・教授 佐谷 秀行氏 理化学研究所・

多細胞システム形成研究センター プロジェク

トリーダー 高橋 政代氏 東京大学・先端科

学技術研究センター 准教授 谷内江 望氏

□シンポジウム

ロボット・シェアリング共同研究開発キックオフシン

ポジウム

「AI×ロボットが切り拓くライフサイエンスの未来」

産業技術総合研究所・創薬分子プロファイリ

ング研究センター長兼RBI株式会社 取締役

CSO 夏目 徹氏 東京医科歯科大学・大学院

医歯学総合研究科 教授 浅原 弘嗣 九州

大学・生体防御医学研究所 主幹教授 中山

敬一氏 慶應義塾大学・医学部・先端医科学

研究所・教授 佐谷 秀行氏 理化学研究所・

多細胞システム形成研究センター プロジェク

トリーダー 高橋 政代氏 東京大学・先端科

学技術研究センター 准教授 谷内江 望氏

九州大学・病院キャン
パス コラボステーショ
ン１（２Ｆ）視聴覚ホール

07/06 13:00 17:00～ □シンポジウム

ロボット・シェアリング共同研究開発キックオフシン

ポジウム

「AI×ロボットが切り拓くライフサイエンスの未来」

産業技術総合研究所・創薬分子プロファイリ

ング研究センター長兼RBI株式会社 取締役

CSO 夏目 徹氏 東京医科歯科大学・大学

院医歯学総合研究科 教授 浅原 弘嗣 九

州大学・生体防御医学研究所 主幹教授 中

山 敬一氏 慶應義塾大学・医学部・先端医科

学研究所・教授 佐谷 秀行氏 理化学研究

所・多細胞システム形成研究センター プロ

ジェクトリーダー 高橋 政代氏 東京大学・先

端科学技術研究センター 准教授 谷内江

望氏

●研究報告会

道を生かす

～九州の道路ストック活用調査～

調査研究部

次長 藤井 学

●研究報告会

道を生かす

～九州の道路ストック活用調査～

調査研究部

次長 藤井 学西鉄グランドホテル ２F
鳳凰の間

07/20 14:30 16:00～ ●研究報告会

道を生かす

～九州の道路ストック活用調査～

調査研究部

次長 藤井 学

●事業セミナー

組織を強くするLGBTへの取組み

株式会社ミライロ

人事部長  堀川 歩 氏

●事業セミナー

組織を強くするLGBTへの取組み

株式会社ミライロ

人事部長  堀川 歩 氏BIZCOLI
07/25 16:00 17:30～ ●事業セミナー

組織を強くするLGBTへの取組み

株式会社ミライロ

人事部長  堀川 歩 氏
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●サイエンスカフェ＠ふくおか

第48回サイエンスカフェ＠ふくおか

「海洋への進出を目指す！」

～海中ビークル・ロボットによる海洋の調査～

九州大学大学院 工学研究院 海洋システム

工学部門 准教授 山口 悟 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第48回サイエンスカフェ＠ふくおか

「海洋への進出を目指す！」

～海中ビークル・ロボットによる海洋の調査～

九州大学大学院 工学研究院 海洋システム

工学部門 准教授 山口 悟 氏交流ラウンジ
07/28 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第48回サイエンスカフェ＠ふくおか

「海洋への進出を目指す！」

～海中ビークル・ロボットによる海洋の調査～

九州大学大学院 工学研究院 海洋システム

工学部門 准教授 山口 悟 氏

●九州国立博物館特別展応援セミナー

『世界遺産 ラスコー展～クロマニョン人が見た世界

～』を楽しむ

特別展『世界遺産 ラスコー展～クロマニョン人が

見た世界～』 応援セミナー

九州国立博物館 文化財課

課長 河野 一隆 氏

九州国立博物館 企画課

アソシエイトフェロー

西島 亜木子 氏

●九州国立博物館特別展応援セミナー

『世界遺産 ラスコー展～クロマニョン人が見た世界

～』を楽しむ

特別展『世界遺産 ラスコー展～クロマニョン人が

見た世界～』 応援セミナー

九州国立博物館 文化財課

課長 河野 一隆 氏

九州国立博物館 企画課

アソシエイトフェロー

西島 亜木子 氏

交流ラウンジ
07/31 18:30 20:00～ ●九州国立博物館特別展応援セミナー

『世界遺産 ラスコー展～クロマニョン人が見た世界

～』を楽しむ

特別展『世界遺産 ラスコー展～クロマニョン人が

見た世界～』 応援セミナー

九州国立博物館 文化財課

課長 河野 一隆 氏

九州国立博物館 企画課

アソシエイトフェロー

西島 亜木子 氏

●事業セミナー

九経調経営セミナー

「民法改正で変わるビジネスの流儀」

～皆さんの契約書は大丈夫？

西村あさひ法律事務所 福岡事務所

弁護士 舞田 靖子 氏

●事業セミナー

九経調経営セミナー

「民法改正で変わるビジネスの流儀」

～皆さんの契約書は大丈夫？

西村あさひ法律事務所 福岡事務所

弁護士 舞田 靖子 氏共創館カンファレンスB
08/30 13:30 15:30～ ●事業セミナー

九経調経営セミナー

「民法改正で変わるビジネスの流儀」

～皆さんの契約書は大丈夫？

西村あさひ法律事務所 福岡事務所

弁護士 舞田 靖子 氏

●事業セミナー

九経調経営セミナー

「デジタル技術時代のビジネスモデルを考える」

九州大学ビジネススクール

教授 高田 仁 氏

●事業セミナー

九経調経営セミナー

「デジタル技術時代のビジネスモデルを考える」

九州大学ビジネススクール

教授 高田 仁 氏交流ラウンジ
09/01 18:30 20:30～ ●事業セミナー

九経調経営セミナー

「デジタル技術時代のビジネスモデルを考える」

九州大学ビジネススクール

教授 高田 仁 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第49回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「南極の空を飛行する！」

～無人航空機による南極エアロゾル観測～

九州大学大学院 工学研究院 航空宇宙工

学部門 准教授 東野 伸一郎 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第49回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「南極の空を飛行する！」

～無人航空機による南極エアロゾル観測～

九州大学大学院 工学研究院 航空宇宙工

学部門 准教授 東野 伸一郎 氏交流ラウンジ
09/08 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第49回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「南極の空を飛行する！」

～無人航空機による南極エアロゾル観測～

九州大学大学院 工学研究院 航空宇宙工

学部門 准教授 東野 伸一郎 氏

2017年度 アジア経済講演会

ASEAN共同体における環境問題への取り組みと環

境ビジネス

小島 道一

（ジェトロ・アジア経済研究所

新領域研究センター・上席主任調査研究員）

2017年度 アジア経済講演会

ASEAN共同体における環境問題への取り組みと環

境ビジネス

小島 道一

（ジェトロ・アジア経済研究所

新領域研究センター・上席主任調査研究員）

九州経済調査協会5階
会議室

09/13 14:00 15:30～ 2017年度 アジア経済講演会

ASEAN共同体における環境問題への取り組みと環

境ビジネス

小島 道一

（ジェトロ・アジア経済研究所

新領域研究センター・上席主任調査研究員）

第85回 九経調イブニングセミナー

第85回 九経調イブニングセミナー

山奥の小さな旅館が連日外国人客で満室になる理

由

湯平温泉「山城屋」代表

二宮 謙児氏

第85回 九経調イブニングセミナー

第85回 九経調イブニングセミナー

山奥の小さな旅館が連日外国人客で満室になる理

由

湯平温泉「山城屋」代表

二宮 謙児氏【セミナー】 【懇親会】
とも：電気ビル本館
B2F 8号室

09/28 18:30 19:30～ 第85回 九経調イブニングセミナー

第85回 九経調イブニングセミナー

山奥の小さな旅館が連日外国人客で満室になる理

由

湯平温泉「山城屋」代表

二宮 謙児氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第50回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「極微の世界に迫る！」

～私たちは原子でできている？～

九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開

発センター 特任助教 小林 良彦 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第50回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「極微の世界に迫る！」

～私たちは原子でできている？～

九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開

発センター 特任助教 小林 良彦 氏交流ラウンジ
10/13 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第50回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「極微の世界に迫る！」

～私たちは原子でできている？～

九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開

発センター 特任助教 小林 良彦 氏
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18/05/17

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

(2017年度)

●まちセミナー

「SIMふくおか2030」～対話型自治体経営シュミレー

ションゲームを体験する～

福岡市経済文化局 総務部長兼中小企業振

興部長 今村 寛 氏

●まちセミナー

「SIMふくおか2030」～対話型自治体経営シュミレー

ションゲームを体験する～

福岡市経済文化局 総務部長兼中小企業振

興部長 今村 寛 氏BIZCOLI
10/14 13:00 17:30～ ●まちセミナー

「SIMふくおか2030」～対話型自治体経営シュミレー

ションゲームを体験する～

福岡市経済文化局 総務部長兼中小企業振

興部長 今村 寛 氏

太陽光発電メンテナンスビジネスセミナー

太陽光発電の３Ｒ事業化促進事業

～改正ＦＩＴ法に対応した保守管理・リサイクル～

(株)工オフィス

宗貞 貴洋 氏

ネクストエナジー・アンド・リソース(株)

技術本部 生産管理部 生産管理一課長

酒井 良寛 氏

NPO法人ひむかおひさまネットワーク

代表 下津 義博 氏

太陽光発電メンテナンスビジネスセミナー

太陽光発電の３Ｒ事業化促進事業

～改正ＦＩＴ法に対応した保守管理・リサイクル～

(株)工オフィス

宗貞 貴洋 氏

ネクストエナジー・アンド・リソース(株)

技術本部 生産管理部 生産管理一課長

酒井 良寛 氏

NPO法人ひむかおひさまネットワーク

代表 下津 義博 氏

宮崎県立図書館 視聴
覚室（宮崎市船塚3
-210-1）

10/26 13:30 16:00～ 太陽光発電メンテナンスビジネスセミナー

太陽光発電の３Ｒ事業化促進事業

～改正ＦＩＴ法に対応した保守管理・リサイクル～

(株)工オフィス

宗貞 貴洋 氏

ネクストエナジー・アンド・リソース(株)

技術本部 生産管理部 生産管理一課長

酒井 良寛 氏

NPO法人ひむかおひさまネットワーク

代表 下津 義博 氏

●九州国立博物館特別展応援セミナー

『新・桃山展－大航海時代の日本美術』を楽しむ

特別展『新・桃山展－大航海時代の日本美術』応

援セミナー

九州国立博物館 企画課

主任研究員  鷲頭 桂 氏

●九州国立博物館特別展応援セミナー

『新・桃山展－大航海時代の日本美術』を楽しむ

特別展『新・桃山展－大航海時代の日本美術』応

援セミナー

九州国立博物館 企画課

主任研究員  鷲頭 桂 氏交流ラウンジ
10/27 18:30 20:00～ ●九州国立博物館特別展応援セミナー

『新・桃山展－大航海時代の日本美術』を楽しむ

特別展『新・桃山展－大航海時代の日本美術』応

援セミナー

九州国立博物館 企画課

主任研究員  鷲頭 桂 氏

●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「「『働く』から『傍楽』へ」

（女性限定イベント）～アフタヌーン トーク～

株式会社Ｋアライアンス・ジャパン

代表取締役会長 川邊 康晴 氏

●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「「『働く』から『傍楽』へ」

（女性限定イベント）～アフタヌーン トーク～

株式会社Ｋアライアンス・ジャパン

代表取締役会長 川邊 康晴 氏BIZCOLI
10/30 16:00 17:30～ ●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「「『働く』から『傍楽』へ」

（女性限定イベント）～アフタヌーン トーク～

株式会社Ｋアライアンス・ジャパン

代表取締役会長 川邊 康晴 氏

第6回 九経調未来セミナー

九経調創立70周年記念事業

―九州地域の30年後を考える―

①撤退の農村計画－「少し引いて勝機を待つという

考え方」－

②無居住化に向き合う住民：京丹後市の事例

林 直樹

金沢大学人間社会研究域人間科学系准教授

佐々木 哲平

特定非営利活動法人 TEAM旦波（たにわ）

第6回 九経調未来セミナー

九経調創立70周年記念事業

―九州地域の30年後を考える―

①撤退の農村計画－「少し引いて勝機を待つという

考え方」－

②無居住化に向き合う住民：京丹後市の事例

林 直樹

金沢大学人間社会研究域人間科学系准教授

佐々木 哲平

特定非営利活動法人 TEAM旦波（たにわ）

アクア博多 B会議室
（福岡県福岡市博多区
中洲5丁目3－8）

11/02 15:30 17:30～ 第6回 九経調未来セミナー

九経調創立70周年記念事業

―九州地域の30年後を考える―

①撤退の農村計画－「少し引いて勝機を待つという

考え方」－

②無居住化に向き合う住民：京丹後市の事例

林 直樹

金沢大学人間社会研究域人間科学系准教授

佐々木 哲平

特定非営利活動法人 TEAM旦波（たにわ）

第86回 九経調イブニングセミナー

ユーザー×企業×大学×行政の社会変革推進ア

プローチ

「リビングラボ」の可能性：

OpenLivingLab Days 2017 in クラクフの参加報告

原口 尚子

調査研究部 研究員

第86回 九経調イブニングセミナー

ユーザー×企業×大学×行政の社会変革推進ア

プローチ

「リビングラボ」の可能性：

OpenLivingLab Days 2017 in クラクフの参加報告

原口 尚子

調査研究部 研究員ミーティングルーム
11/06 18:30 19:30～ 第86回 九経調イブニングセミナー

ユーザー×企業×大学×行政の社会変革推進ア

プローチ

「リビングラボ」の可能性：

OpenLivingLab Days 2017 in クラクフの参加報告

原口 尚子

調査研究部 研究員

●経済講演会

「地域再生と日本経済」

明治大学政治経済学部

准教授 飯田 泰之 氏

●経済講演会

「地域再生と日本経済」

明治大学政治経済学部

准教授 飯田 泰之 氏FFGホール
11/10 13:30 15:00～ ●経済講演会

「地域再生と日本経済」

明治大学政治経済学部

准教授 飯田 泰之 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第51回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「最先端生命科学に迫る！」

～細胞工学から脳科学まで～

九州大学システム情報科学研究院

伊良皆 啓治 氏

東京大学生産技術研究所

統合バイオメディカルシステム国際研究セン

ター・教授

竹内 昌治 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第51回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「最先端生命科学に迫る！」

～細胞工学から脳科学まで～

九州大学システム情報科学研究院

伊良皆 啓治 氏

東京大学生産技術研究所

統合バイオメディカルシステム国際研究セン

ター・教授

竹内 昌治 氏

交流ラウンジ
11/18 15:00 18:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第51回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「最先端生命科学に迫る！」

～細胞工学から脳科学まで～

九州大学システム情報科学研究院

伊良皆 啓治 氏

東京大学生産技術研究所

統合バイオメディカルシステム国際研究セン

ター・教授

竹内 昌治 氏

●事業セミナー

九経調経営セミナー

ヒアリ防除ビジネス

九州大学決断科学センター

准教授 村上 貴弘 氏

●事業セミナー

九経調経営セミナー

ヒアリ防除ビジネス

九州大学決断科学センター

准教授 村上 貴弘 氏ミーティングルーム
11/21 18:30 20:00～ ●事業セミナー

九経調経営セミナー

ヒアリ防除ビジネス

九州大学決断科学センター

准教授 村上 貴弘 氏
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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

(2017年度)

●九州経済調査協会創立70周年記念事業

佐賀県の未来を考えるシンポジウム

「ICT活用先進県佐賀"の未来を探る」 （佐賀開催）

第1部 基調講演 「ＩＣＴの進化によって社会はど

う変わるのか」

第2部  パネルディスカッション

アクセンチュア

取締役 相談役 程 近智 氏

木村情報技術

代表取締役 木村 隆夫 氏

佐賀大学 理事 副学長 リージョナル・イノ

ベーションセンター センター長 寺本 憲功

氏

オプティム 取締役 友廣 一雄 氏

九州経済調査協会 調査研究部

部長 岡野 秀之

●九州経済調査協会創立70周年記念事業

佐賀県の未来を考えるシンポジウム

「ICT活用先進県佐賀"の未来を探る」 （佐賀開催）

第1部 基調講演 「ＩＣＴの進化によって社会はど

う変わるのか」

第2部  パネルディスカッション

アクセンチュア

取締役 相談役 程 近智 氏

木村情報技術

代表取締役 木村 隆夫 氏

佐賀大学 理事 副学長 リージョナル・イノ

ベーションセンター センター長 寺本 憲功

氏

オプティム 取締役 友廣 一雄 氏

九州経済調査協会 調査研究部

部長 岡野 秀之

マリトピア（佐賀県佐賀
市新栄東三丁目7番8
号）

11/30 13:00 16:00～ ●九州経済調査協会創立70周年記念事業

佐賀県の未来を考えるシンポジウム

「ICT活用先進県佐賀"の未来を探る」 （佐賀開催）

第1部 基調講演 「ＩＣＴの進化によって社会はど

う変わるのか」

第2部  パネルディスカッション

アクセンチュア

取締役 相談役 程 近智 氏

木村情報技術

代表取締役 木村 隆夫 氏

佐賀大学 理事 副学長 リージョナル・イノ

ベーションセンター センター長 寺本 憲功

氏

オプティム 取締役 友廣 一雄 氏

九州経済調査協会 調査研究部

部長 岡野 秀之

□国際観光ビジネスセミナー

「なぜ中国人は財布を持たないのか」

～モバイル先進国、中国の現状について考える～

フリージャーナリスト 中島 恵 氏□国際観光ビジネスセミナー

「なぜ中国人は財布を持たないのか」

～モバイル先進国、中国の現状について考える～

フリージャーナリスト 中島 恵 氏
交流ラウンジ

12/07 18:30 20:30～ □国際観光ビジネスセミナー

「なぜ中国人は財布を持たないのか」

～モバイル先進国、中国の現状について考える～

フリージャーナリスト 中島 恵 氏

第７回九経調未来セミナー

九経調創立70周年記念事業

第７回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－ 「文化人類学から

みた人間とAI・ロボットの近未来（仮題）」

久保 明教

一橋大学 大学院 社会学研究科 准教授

第７回九経調未来セミナー

九経調創立70周年記念事業

第７回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－ 「文化人類学から

みた人間とAI・ロボットの近未来（仮題）」

久保 明教

一橋大学 大学院 社会学研究科 准教授共創館カンファレンスC
12/11 15:00 17:00～ 第７回九経調未来セミナー

九経調創立70周年記念事業

第７回九経調未来セミナー

－九州地域の30年後を考える－ 「文化人類学から

みた人間とAI・ロボットの近未来（仮題）」

久保 明教

一橋大学 大学院 社会学研究科 准教授

●事業セミナー

「世界遺産を活用した地方創生～長崎と天草地方

の潜伏キリシタン関連遺産」 世界遺産登録応援セ

ミナー

長崎の教会群を世界遺産にする会

事務局長 柿森 和年 氏

高崎経済大地域科学研究所

特命教授 佐滝 剛弘 氏

●事業セミナー

「世界遺産を活用した地方創生～長崎と天草地方

の潜伏キリシタン関連遺産」 世界遺産登録応援セ

ミナー

長崎の教会群を世界遺産にする会

事務局長 柿森 和年 氏

高崎経済大地域科学研究所

特命教授 佐滝 剛弘 氏

共創館カンファレンスA
12/15 15:00 17:30～ ●事業セミナー

「世界遺産を活用した地方創生～長崎と天草地方

の潜伏キリシタン関連遺産」 世界遺産登録応援セ

ミナー

長崎の教会群を世界遺産にする会

事務局長 柿森 和年 氏

高崎経済大地域科学研究所

特命教授 佐滝 剛弘 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第52回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「眠りを科学する！」

～睡眠負債、たまっていませんか～

九州大学芸術工学院 助教 元村 祐貴 氏●サイエンスカフェ＠ふくおか

第52回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「眠りを科学する！」

～睡眠負債、たまっていませんか～

九州大学芸術工学院 助教 元村 祐貴 氏
交流ラウンジ

12/15 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第52回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「眠りを科学する！」

～睡眠負債、たまっていませんか～

九州大学芸術工学院 助教 元村 祐貴 氏

●事業セミナー

九州水フォーラム2017

KYUSHU WATER FORUM 2017

日経エコロジー編集／日経BP環境経営

フォーラムプロデューサー 藤田 香 氏

九州大学工学研究院

准教授 清野 聡子 氏

九州大学法学部

教授 七戸 克彦 氏

国連ハビタット アジア太平洋本部

所長 是澤 優 氏

九州電力(株)耳川水力整備事務所

所長 朝崎 勝之 氏

●事業セミナー

九州水フォーラム2017

KYUSHU WATER FORUM 2017

日経エコロジー編集／日経BP環境経営

フォーラムプロデューサー 藤田 香 氏

九州大学工学研究院

准教授 清野 聡子 氏

九州大学法学部

教授 七戸 克彦 氏

国連ハビタット アジア太平洋本部

所長 是澤 優 氏

九州電力(株)耳川水力整備事務所

所長 朝崎 勝之 氏

共創館カンファレンスA
12/19 13:00 16:30～ ●事業セミナー

九州水フォーラム2017

KYUSHU WATER FORUM 2017

日経エコロジー編集／日経BP環境経営

フォーラムプロデューサー 藤田 香 氏

九州大学工学研究院

准教授 清野 聡子 氏

九州大学法学部

教授 七戸 克彦 氏

国連ハビタット アジア太平洋本部

所長 是澤 優 氏

九州電力(株)耳川水力整備事務所

所長 朝崎 勝之 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第53回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「粘着・剥離の謎に迫る！」

～くっつくとはがれるを科学する～

九州大学大学院工学研究院機械工学部門

准教授 山口 哲生 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第53回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「粘着・剥離の謎に迫る！」

～くっつくとはがれるを科学する～

九州大学大学院工学研究院機械工学部門

准教授 山口 哲生 氏交流ラウンジ
01/19 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第53回サイエンスカフェ＠ふくおか

 「粘着・剥離の謎に迫る！」

～くっつくとはがれるを科学する～

九州大学大学院工学研究院機械工学部門

准教授 山口 哲生 氏
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18/05/17

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

(2017年度)

●事業セミナ－

九経調経営セミナー

ヒアリ防除ビジネス

九州大学決断科学センター

准教授 村上 貴弘 氏

●事業セミナ－

九経調経営セミナー

ヒアリ防除ビジネス

九州大学決断科学センター

准教授 村上 貴弘 氏ミーティングルーム
01/23 16:30 18:00～ ●事業セミナ－

九経調経営セミナー

ヒアリ防除ビジネス

九州大学決断科学センター

准教授 村上 貴弘 氏

□福岡大学研究ブランディング事業「福奏プロジェ

クト」応援セミナー
「ビジネスとランニングに効く”スロージョギング”」

～動物生理学の研究から生まれた「走るための最

強メソッド」

福岡大学 スポーツ科学部

教授 田中 宏暁 氏

□福岡大学研究ブランディング事業「福奏プロジェ

クト」応援セミナー
「ビジネスとランニングに効く”スロージョギング”」

～動物生理学の研究から生まれた「走るための最

強メソッド」

福岡大学 スポーツ科学部

教授 田中 宏暁 氏交流ラウンジ
01/24 18:30 20:30～ □福岡大学研究ブランディング事業「福奏プロジェ

クト」応援セミナー
「ビジネスとランニングに効く”スロージョギング”」

～動物生理学の研究から生まれた「走るための最

強メソッド」

福岡大学 スポーツ科学部

教授 田中 宏暁 氏

□国際観光ビジネスセミナー第二弾

「中国のモバイル決済（QRコード決済）の最前線報

告」～財布を持たない中国人に学ぶ～

蘇州中大通信息有限公司

代表取締役社長 張 果林 氏

□国際観光ビジネスセミナー第二弾

「中国のモバイル決済（QRコード決済）の最前線報

告」～財布を持たない中国人に学ぶ～

蘇州中大通信息有限公司

代表取締役社長 張 果林 氏交流ラウンジ
01/31 18:30 20:30～ □国際観光ビジネスセミナー第二弾

「中国のモバイル決済（QRコード決済）の最前線報

告」～財布を持たない中国人に学ぶ～

蘇州中大通信息有限公司

代表取締役社長 張 果林 氏

第８回 九経調未来セミナー

九経調創立70周年記念事業

第８回 九経調未来セミナー

―30年後の九州の農業を考える―

演題①日本の農業の30年後を問う

    ～新たな食料産業の構築に向けて～

演題②民間農業ビジネススクールAGSAの挑戦

本間 正義

西南学院大学経済学部教授

東京大学名誉教授

堂脇 広一

（株）アグリガーデンスクール＆アカデミー

代表取締役社長

第８回 九経調未来セミナー

九経調創立70周年記念事業

第８回 九経調未来セミナー

―30年後の九州の農業を考える―

演題①日本の農業の30年後を問う

    ～新たな食料産業の構築に向けて～

演題②民間農業ビジネススクールAGSAの挑戦

本間 正義

西南学院大学経済学部教授

東京大学名誉教授

堂脇 広一

（株）アグリガーデンスクール＆アカデミー

代表取締役社長

ホテルニューオータニ
博多 3Fローズルーム

02/02 15:00 17:00～ 第８回 九経調未来セミナー

九経調創立70周年記念事業

第８回 九経調未来セミナー

―30年後の九州の農業を考える―

演題①日本の農業の30年後を問う

    ～新たな食料産業の構築に向けて～

演題②民間農業ビジネススクールAGSAの挑戦

本間 正義

西南学院大学経済学部教授

東京大学名誉教授

堂脇 広一

（株）アグリガーデンスクール＆アカデミー

代表取締役社長

●文化・教養セミナー（勉強会）

陽明学セミナー「明治維新の原動力」

～何故、時を掴む事が出来たのか。

陽明学に見る易の理の力～

橘 一徳氏（たちばな教育総合研究所）●文化・教養セミナー（勉強会）

陽明学セミナー「明治維新の原動力」

～何故、時を掴む事が出来たのか。

陽明学に見る易の理の力～

橘 一徳氏（たちばな教育総合研究所）
ミーティングルーム

02/02 18:30 20:30～ ●文化・教養セミナー（勉強会）

陽明学セミナー「明治維新の原動力」

～何故、時を掴む事が出来たのか。

陽明学に見る易の理の力～

橘 一徳氏（たちばな教育総合研究所）

●文化セミナー

焙煎世界チャンピオンによる

「本格焙煎コーヒーセミナー」

豆香道コーヒー

店主 後藤 直紀 氏

●文化セミナー

焙煎世界チャンピオンによる

「本格焙煎コーヒーセミナー」

豆香道コーヒー

店主 後藤 直紀 氏交流ラウンジ
02/08 18:30 20:30～ ●文化セミナー

焙煎世界チャンピオンによる

「本格焙煎コーヒーセミナー」

豆香道コーヒー

店主 後藤 直紀 氏

●2018年九経調交流会

2018年九経調交流会

特別講演 「〈インターネット〉の次に来るもの～未来

の考え方」

関西大学 客員教授・翻訳者 服部 桂 氏●2018年九経調交流会

2018年九経調交流会

特別講演 「〈インターネット〉の次に来るもの～未来

の考え方」

関西大学 客員教授・翻訳者 服部 桂 氏
ホテルニューオータニ
３F 芙蓉の間

02/09 16:00 19:00～ ●2018年九経調交流会

2018年九経調交流会

特別講演 「〈インターネット〉の次に来るもの～未来

の考え方」

関西大学 客員教授・翻訳者 服部 桂 氏

2018年版九州経済白書説明会

2018年版九州経済白書

「スマホ時代の新しい消費と流通」説明会

【福岡会場】

九経調 調査研究部

次長 大谷友男

2018年版九州経済白書説明会

2018年版九州経済白書

「スマホ時代の新しい消費と流通」説明会

【福岡会場】

九経調 調査研究部

次長 大谷友男FFGホール（福岡銀行
本店地下）

02/13 15:00 16:30～ 2018年版九州経済白書説明会

2018年版九州経済白書

「スマホ時代の新しい消費と流通」説明会

【福岡会場】

九経調 調査研究部

次長 大谷友男

これからの太陽光発電所 メンテナンスビジネスの

あり方セミナー
太陽光発電の３Ｒ事業化促進事業

これからの太陽光発電所 メンテナンスビジネスの

あり方セミナー

ソーラーフロンティア株式会社

参事 杉本 完蔵 氏

（一般社団法人 太陽光発電協会 幹事）

（株）新出光ファシリティーズ

常務取締役 小野 正彦 氏

これからの太陽光発電所 メンテナンスビジネスの

あり方セミナー
太陽光発電の３Ｒ事業化促進事業

これからの太陽光発電所 メンテナンスビジネスの

あり方セミナー

ソーラーフロンティア株式会社

参事 杉本 完蔵 氏

（一般社団法人 太陽光発電協会 幹事）

（株）新出光ファシリティーズ

常務取締役 小野 正彦 氏

福岡合同庁舎本館１Ｆ
九経交流プラザ大会議
室（福岡市博多区博多
駅東2 11 1）

02/15 15:30 17:45～ これからの太陽光発電所 メンテナンスビジネスの

あり方セミナー
太陽光発電の３Ｒ事業化促進事業

これからの太陽光発電所 メンテナンスビジネスの

あり方セミナー

ソーラーフロンティア株式会社

参事 杉本 完蔵 氏

（一般社団法人 太陽光発電協会 幹事）

（株）新出光ファシリティーズ

常務取締役 小野 正彦 氏
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18/05/17

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

(2017年度)

●まちセミナー

「RESASを使いこなす。

これからの地域政策立案・分析手法」

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局

ビッグデータチーム

チーム長代理 森 大輔  氏

東京大学大学院総合文化研究科

教授 松原 宏 氏

●まちセミナー

「RESASを使いこなす。

これからの地域政策立案・分析手法」

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局

ビッグデータチーム

チーム長代理 森 大輔  氏

東京大学大学院総合文化研究科

教授 松原 宏 氏

ミーティングルーム
02/15 16:00 18:00～ ●まちセミナー

「RESASを使いこなす。

これからの地域政策立案・分析手法」

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局

ビッグデータチーム

チーム長代理 森 大輔  氏

東京大学大学院総合文化研究科

教授 松原 宏 氏

●図書館の新しいカタチ～地域づくりを実践する図

書館～
図書館の新しいカタチ～地域づくりを実践する図書

館～

図書館と地域をむすぶ協議会

チーフディレクター、慶応義塾大学 講師

太田 剛 氏

●図書館の新しいカタチ～地域づくりを実践する図

書館～
図書館の新しいカタチ～地域づくりを実践する図書

館～

図書館と地域をむすぶ協議会

チーフディレクター、慶応義塾大学 講師

太田 剛 氏

BIZCOLI
02/19 15:00 17:00～ ●図書館の新しいカタチ～地域づくりを実践する図

書館～
図書館の新しいカタチ～地域づくりを実践する図書

館～

図書館と地域をむすぶ協議会

チーフディレクター、慶応義塾大学 講師

太田 剛 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

『王羲之と日本の書』応援セミナ-

『王羲之と日本の書』～運命的な書との出会いを～

九州国立博物館 学芸部文化財課

資料登録室長 丸山 猶計 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

『王羲之と日本の書』応援セミナ-

『王羲之と日本の書』～運命的な書との出会いを～

九州国立博物館 学芸部文化財課

資料登録室長 丸山 猶計 氏BIZCOLI交流ラウンジ
02/20 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

『王羲之と日本の書』応援セミナ-

『王羲之と日本の書』～運命的な書との出会いを～

九州国立博物館 学芸部文化財課

資料登録室長 丸山 猶計 氏

●九州経済調査協会創立70周年事業

宮崎県の未来を考えるシンポジウム

戦略的に創るコンパクトシティ

産経新聞社

論説委員 河合 雅司 氏

●九州経済調査協会創立70周年事業

宮崎県の未来を考えるシンポジウム

戦略的に創るコンパクトシティ

産経新聞社

論説委員 河合 雅司 氏宮崎観光ホテル 翠燿
の間

02/22 13:00 16:00～ ●九州経済調査協会創立70周年事業

宮崎県の未来を考えるシンポジウム

戦略的に創るコンパクトシティ

産経新聞社

論説委員 河合 雅司 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第54回サイエンスカフェ＠ふくおか

「二酸化炭素の貯留に迫る！」

～二酸化炭素地中貯留を炭素循環の視点で考え

る～

北村 圭吾 氏

九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国

際研究所 助教

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第54回サイエンスカフェ＠ふくおか

「二酸化炭素の貯留に迫る！」

～二酸化炭素地中貯留を炭素循環の視点で考え

る～

北村 圭吾 氏

九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国

際研究所 助教

交流ラウンジ
02/23 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第54回サイエンスカフェ＠ふくおか

「二酸化炭素の貯留に迫る！」

～二酸化炭素地中貯留を炭素循環の視点で考え

る～

北村 圭吾 氏

九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国

際研究所 助教

2018年版九州経済白書説明会

2018年版九州経済白書

「スマホ時代の新しい消費と流通」説明会

【北九州会場】

九経調 調査研究部

部長 岡野秀之

2018年版九州経済白書説明会

2018年版九州経済白書

「スマホ時代の新しい消費と流通」説明会

【北九州会場】

九経調 調査研究部

部長 岡野秀之FFG北九州本社ビル
02/26 13:30 15:00～ 2018年版九州経済白書説明会

2018年版九州経済白書

「スマホ時代の新しい消費と流通」説明会

【北九州会場】

九経調 調査研究部

部長 岡野秀之

第88回 九経調イブニングセミナー

第８８回イブニングセミナー

九経調地域研究助成・顕彰事業

平成２８年度最優秀賞受賞論文について

NPO法人ママワーク研究所 理事長

田中彩 氏

第88回 九経調イブニングセミナー

第８８回イブニングセミナー

九経調地域研究助成・顕彰事業

平成２８年度最優秀賞受賞論文について

NPO法人ママワーク研究所 理事長

田中彩 氏交流ラウンジ
02/26 18:30 19:30～ 第88回 九経調イブニングセミナー

第８８回イブニングセミナー

九経調地域研究助成・顕彰事業

平成２８年度最優秀賞受賞論文について

NPO法人ママワーク研究所 理事長

田中彩 氏

2018年版九州経済白書説明会

2018年版九州経済白書

「スマホ時代の新しい消費と流通」説明会

【佐世保会場】

九経調 調査研究部

部長 岡野秀之

2018年版九州経済白書説明会

2018年版九州経済白書

「スマホ時代の新しい消費と流通」説明会

【佐世保会場】

九経調 調査研究部

部長 岡野秀之FFG佐世保ビル ４階
セミナールーム

03/01 13:30 15:00～ 2018年版九州経済白書説明会

2018年版九州経済白書

「スマホ時代の新しい消費と流通」説明会

【佐世保会場】

九経調 調査研究部

部長 岡野秀之

●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「博多大丸柚木和代社長に

聞く10のこと」（女性限定イベント）～アフタヌーン

トーク～

株式会社博多大丸

代表取締役社長 柚木 和代 氏

●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「博多大丸柚木和代社長に

聞く10のこと」（女性限定イベント）～アフタヌーン

トーク～

株式会社博多大丸

代表取締役社長 柚木 和代 氏BIZCOLI
03/06 16:00 17:30～ ●事業セミナー

リーダーの横顔を知る「博多大丸柚木和代社長に

聞く10のこと」（女性限定イベント）～アフタヌーン

トーク～

株式会社博多大丸

代表取締役社長 柚木 和代 氏
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18/05/17

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

(2017年度)

●文化・教養セミナー（勉強会）

陽明学セミナー「明治維新の原動力」

～西郷隆盛と陽明学、

西郷を突き動かしたものとは～

橘 一徳氏（たちばな教育総合研究所）●文化・教養セミナー（勉強会）

陽明学セミナー「明治維新の原動力」

～西郷隆盛と陽明学、

西郷を突き動かしたものとは～

橘 一徳氏（たちばな教育総合研究所）
ミーティングルーム

03/19 18:30 20:30～ ●文化・教養セミナー（勉強会）

陽明学セミナー「明治維新の原動力」

～西郷隆盛と陽明学、

西郷を突き動かしたものとは～

橘 一徳氏（たちばな教育総合研究所）

●まちセミナー

地方創生ICOについて

～新技術ブロックチェーンを活用した地方創生の今

株式会社chaintope 地方創生ICO推進室

室長 深堀 剛 氏

●まちセミナー

地方創生ICOについて

～新技術ブロックチェーンを活用した地方創生の今

株式会社chaintope 地方創生ICO推進室

室長 深堀 剛 氏BIZCOLI
03/29 18:30 20:30～ ●まちセミナー

地方創生ICOについて

～新技術ブロックチェーンを活用した地方創生の今

株式会社chaintope 地方創生ICO推進室

室長 深堀 剛 氏
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