
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

(2018年度）

2019/05/20

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第55回サイエンスカフェ＠ふくおか

「「動き」と「計算」の関係に迫る！」

～モバイルロボット群の分散協調～

九州大学大学院システム情報科学研究院

情報学部門 准教授 山内 由紀子 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第55回サイエンスカフェ＠ふくおか

「「動き」と「計算」の関係に迫る！」

～モバイルロボット群の分散協調～

九州大学大学院システム情報科学研究院

情報学部門 准教授 山内 由紀子 氏交流ラウンジ
04/06 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第55回サイエンスカフェ＠ふくおか

「「動き」と「計算」の関係に迫る！」

～モバイルロボット群の分散協調～

九州大学大学院システム情報科学研究院

情報学部門 准教授 山内 由紀子 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

サイエンスカフェ特別版「宇宙の謎に迫る！」

～姿を変えるニュートリノとニュートリノの小さい質

量～

梶田 隆章 氏●サイエンスカフェ＠ふくおか

サイエンスカフェ特別版「宇宙の謎に迫る！」

～姿を変えるニュートリノとニュートリノの小さい質

量～

梶田 隆章 氏
ホテルニューオータニ3
階 芙蓉の間

04/15 16:30 18:30～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

サイエンスカフェ特別版「宇宙の謎に迫る！」

～姿を変えるニュートリノとニュートリノの小さい質

量～

梶田 隆章 氏

●事業セミナー

「生産性を高める職場の基礎代謝」

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究

会

代表理事  白井 旬 氏

●事業セミナー

「生産性を高める職場の基礎代謝」

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究

会

代表理事  白井 旬 氏

BIZCOLI
05/16 18:30 21:00～ ●事業セミナー

「生産性を高める職場の基礎代謝」

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究

会

代表理事  白井 旬 氏

●事業セミナー

第2回インバウンドビジネス MeetUps＆Seminar

「ナイトタイムエコノミーの創出」

～デジタルクリエイティブによるソリューション

チームラボ

中村 洋太 氏

株式会社ホリーアイランドセールス

代表取締役 小川 和也 氏

●事業セミナー

第2回インバウンドビジネス MeetUps＆Seminar

「ナイトタイムエコノミーの創出」

～デジタルクリエイティブによるソリューション

チームラボ

中村 洋太 氏

株式会社ホリーアイランドセールス

代表取締役 小川 和也 氏

共創館カンファレンスC
05/23 16:00 18:30～ ●事業セミナー

第2回インバウンドビジネス MeetUps＆Seminar

「ナイトタイムエコノミーの創出」

～デジタルクリエイティブによるソリューション

チームラボ

中村 洋太 氏

株式会社ホリーアイランドセールス

代表取締役 小川 和也 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第56回サイエンスカフェ＠ふくおか

「磁性ゴムの謎に迫る！」

～やわらかい動きと4次元プリンタ～

九州大学大学院工学研究院 機械工学部門

准教授 津守 不二夫 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第56回サイエンスカフェ＠ふくおか

「磁性ゴムの謎に迫る！」

～やわらかい動きと4次元プリンタ～

九州大学大学院工学研究院 機械工学部門

准教授 津守 不二夫 氏

05/25 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第56回サイエンスカフェ＠ふくおか

「磁性ゴムの謎に迫る！」

～やわらかい動きと4次元プリンタ～

九州大学大学院工学研究院 機械工学部門

准教授 津守 不二夫 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

『至上の印象派展～ビュールレ・コレクション』応援

セミナ-

『至上の印象派展～ビュールレ・コレクション』を楽

しむために

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

『至上の印象派展～ビュールレ・コレクション』応援

セミナ-

『至上の印象派展～ビュールレ・コレクション』を楽

しむために

九州国立博物館

特任研究員 䑓信 祐爾 氏BIZCOLI交流ラウンジ
05/29 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

『至上の印象派展～ビュールレ・コレクション』応援

セミナ-

『至上の印象派展～ビュールレ・コレクション』を楽

しむために

九州国立博物館

特任研究員 䑓信 祐爾 氏

●IoT、ビッグデータ等が切り拓く地域の新しい発展

軸
福岡-釜山の交流拡大に向けたシンポジウム

～日韓シンクタンク合同成果報告会

報告① 『ビッグデータを活用した宿泊施設日次稼

働率予測システム』

報告②『製造業におけるスマートファクトリーの普及

拡大に向けて』

報告③ 『道路情報システム（ITS）が拓く地域経済

活性化』

報告④ 『スマート交差点における突発事故防止管

理システムの導入による交通問題の解消』

九州経済調査協会 調査研究部

部長 片山礼二郎

釜山発展研究院

研究委員 ベ・スヒョン 氏

コメント／討論

コメンテータ

北九州市立大学 柳永珍 特任講師

九州経済調査協会 主任研究員 中川敬基

釜山発展研究院 先任研究委員 イ・ウォン

ギュ 氏

●IoT、ビッグデータ等が切り拓く地域の新しい発展

軸
福岡-釜山の交流拡大に向けたシンポジウム

～日韓シンクタンク合同成果報告会

報告① 『ビッグデータを活用した宿泊施設日次稼

働率予測システム』

報告②『製造業におけるスマートファクトリーの普及

拡大に向けて』

報告③ 『道路情報システム（ITS）が拓く地域経済

活性化』

報告④ 『スマート交差点における突発事故防止管

理システムの導入による交通問題の解消』

九州経済調査協会 調査研究部

部長 片山礼二郎

釜山発展研究院

研究委員 ベ・スヒョン 氏

コメント／討論

コメンテータ

北九州市立大学 柳永珍 特任講師

九州経済調査協会 主任研究員 中川敬基

釜山発展研究院 先任研究委員 イ・ウォン

ギュ 氏

九州経済調査協会会
議室

05/30 15:00 17:30～ ●IoT、ビッグデータ等が切り拓く地域の新しい発展

軸
福岡-釜山の交流拡大に向けたシンポジウム

～日韓シンクタンク合同成果報告会

報告① 『ビッグデータを活用した宿泊施設日次稼

働率予測システム』

報告②『製造業におけるスマートファクトリーの普及

拡大に向けて』

報告③ 『道路情報システム（ITS）が拓く地域経済

活性化』

報告④ 『スマート交差点における突発事故防止管

理システムの導入による交通問題の解消』

九州経済調査協会 調査研究部

部長 片山礼二郎

釜山発展研究院

研究委員 ベ・スヒョン 氏

コメント／討論

コメンテータ

北九州市立大学 柳永珍 特任講師

九州経済調査協会 主任研究員 中川敬基

釜山発展研究院 先任研究委員 イ・ウォン

ギュ 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

(2018年度）

2019/05/20

●事業セミナー

インバウンドの新たなステージをむかえて

第一部：「山奥の小さな旅館が外国人で満室になる

理由」

第二部：「タイ人を九州に誘致する方法」

湯平温泉 「山城屋」

代表 二宮 謙児 氏

俳優 佐野 ひろ 氏

●事業セミナー

インバウンドの新たなステージをむかえて

第一部：「山奥の小さな旅館が外国人で満室になる

理由」

第二部：「タイ人を九州に誘致する方法」

湯平温泉 「山城屋」

代表 二宮 謙児 氏

俳優 佐野 ひろ 氏

共創館カンファレンスC
05/31 15:00 17:30～ ●事業セミナー

インバウンドの新たなステージをむかえて

第一部：「山奥の小さな旅館が外国人で満室になる

理由」

第二部：「タイ人を九州に誘致する方法」

湯平温泉 「山城屋」

代表 二宮 謙児 氏

俳優 佐野 ひろ 氏

●第89回 九経調イブニングセミナー

第89回イブニングセミナー

「ニュータウン地域における高齢化の現状」

九州経済調査協会

研究員 竹下 和希

●第89回 九経調イブニングセミナー

第89回イブニングセミナー

「ニュータウン地域における高齢化の現状」

九州経済調査協会

研究員 竹下 和希ミーティングルーム
06/01 18:30 19:30～ ●第89回 九経調イブニングセミナー

第89回イブニングセミナー

「ニュータウン地域における高齢化の現状」

九州経済調査協会

研究員 竹下 和希

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第57回サイエンスカフェ＠ふくおか

「CGの謎に迫る！」

～ちょっと変わったのCGこと～

九州大学大学院芸術工学研究院

助教 森本 有紀 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第57回サイエンスカフェ＠ふくおか

「CGの謎に迫る！」

～ちょっと変わったのCGこと～

九州大学大学院芸術工学研究院

助教 森本 有紀 氏交流ラウンジ
06/22 19:00 21:30～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第57回サイエンスカフェ＠ふくおか

「CGの謎に迫る！」

～ちょっと変わったのCGこと～

九州大学大学院芸術工学研究院

助教 森本 有紀 氏

●事業セミナー

「かせぐまちづくり」

フィールド・フロー株式会社

代表取締役 渋谷 健 氏

●事業セミナー

「かせぐまちづくり」

フィールド・フロー株式会社

代表取締役 渋谷 健 氏交流ラウンジ
06/26 18:30 20:00～ ●事業セミナー

「かせぐまちづくり」

フィールド・フロー株式会社

代表取締役 渋谷 健 氏

●事業セミナー

ART FAIR ASIA FUKUOKA 2018 プレイベント

「秘密企業 X アート」

～秘密のベールに包まれた、寺田倉庫の「変貌」と

新ビジネスの舞台裏～

TERRADA ART ASSIST株式会社

代表取締役 是川 泰之 氏

●事業セミナー

ART FAIR ASIA FUKUOKA 2018 プレイベント

「秘密企業 X アート」

～秘密のベールに包まれた、寺田倉庫の「変貌」と

新ビジネスの舞台裏～

TERRADA ART ASSIST株式会社

代表取締役 是川 泰之 氏交流ラウンジ
06/29 18:30 20:00～ ●事業セミナー

ART FAIR ASIA FUKUOKA 2018 プレイベント

「秘密企業 X アート」

～秘密のベールに包まれた、寺田倉庫の「変貌」と

新ビジネスの舞台裏～

TERRADA ART ASSIST株式会社

代表取締役 是川 泰之 氏

●事業セミナー

「地域創生のプレミアム戦略」

～稼ぐ力で上質なマーケットをつくり出す～

中央大学大学院経済学研究科

教授 山崎 朗 氏

●事業セミナー

「地域創生のプレミアム戦略」

～稼ぐ力で上質なマーケットをつくり出す～

中央大学大学院経済学研究科

教授 山崎 朗 氏交流ラウンジ
07/10 18:30 20:00～ ●事業セミナー

「地域創生のプレミアム戦略」

～稼ぐ力で上質なマーケットをつくり出す～

中央大学大学院経済学研究科

教授 山崎 朗 氏

●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 7月号

〔特集〕

インバウンド1,000万人時代に向けた九州戦略

九州経済調査協会

事業開発部 主任研究員 松嶋 慶祐

調査研究部 研究主査 島田 龍

●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 7月号

〔特集〕

インバウンド1,000万人時代に向けた九州戦略

九州経済調査協会

事業開発部 主任研究員 松嶋 慶祐

調査研究部 研究主査 島田 龍

ミーティングルーム
07/17 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 7月号

〔特集〕

インバウンド1,000万人時代に向けた九州戦略

九州経済調査協会

事業開発部 主任研究員 松嶋 慶祐

調査研究部 研究主査 島田 龍

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第58回サイエンスカフェ＠ふくおか

「同期現象の謎に数学で迫る！」

～メトロノームはなぜ揃う？～

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所

准教授 千葉 逸人 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第58回サイエンスカフェ＠ふくおか

「同期現象の謎に数学で迫る！」

～メトロノームはなぜ揃う？～

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所

准教授 千葉 逸人 氏交流ラウンジ
08/03 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第58回サイエンスカフェ＠ふくおか

「同期現象の謎に数学で迫る！」

～メトロノームはなぜ揃う？～

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所

准教授 千葉 逸人 氏

●事業セミナー

ー村岡浩司トークライブー

「世界とつながる地元創生起業論」

有限会社一平

代表取締役 村岡 浩司氏

●事業セミナー

ー村岡浩司トークライブー

「世界とつながる地元創生起業論」

有限会社一平

代表取締役 村岡 浩司氏交流ラウンジ
08/10 18:30 20:00～ ●事業セミナー

ー村岡浩司トークライブー

「世界とつながる地元創生起業論」

有限会社一平

代表取締役 村岡 浩司氏

●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 8月号

〔特集〕

一次産業の成長産業化に向けたブランド化戦略

九州経済調査協会

事業開発部 主任研究員 松嶋 慶祐

調査研究部 調査役 野見山 直之

●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 8月号

〔特集〕

一次産業の成長産業化に向けたブランド化戦略

九州経済調査協会

事業開発部 主任研究員 松嶋 慶祐

調査研究部 調査役 野見山 直之

ミーティングルーム
08/21 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 8月号

〔特集〕

一次産業の成長産業化に向けたブランド化戦略

九州経済調査協会

事業開発部 主任研究員 松嶋 慶祐

調査研究部 調査役 野見山 直之

●事業セミナー

「2030SDGsカードゲームによる

組織活性化＆リーダー人材育成ワークショップ」

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

代表理事 白井 旬氏

●事業セミナー

「2030SDGsカードゲームによる

組織活性化＆リーダー人材育成ワークショップ」

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

代表理事 白井 旬氏交流ラウンジ
08/23 18:30 20:30～ ●事業セミナー

「2030SDGsカードゲームによる

組織活性化＆リーダー人材育成ワークショップ」

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

代表理事 白井 旬氏
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●：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

(2018年度）

2019/05/20

●事業セミナー

「デジタルフォレンジックに触れる」

～最新のデジタルフォレンジック技術を活用事例と

デモを通じて知る～

EY新日本有限責任監査法人

FIDSプリンシパル 杉山 一郎 氏

EY新日本有限責任監査法人

FIDSマネージャー 柳 裕二 氏

●事業セミナー

「デジタルフォレンジックに触れる」

～最新のデジタルフォレンジック技術を活用事例と

デモを通じて知る～

EY新日本有限責任監査法人

FIDSプリンシパル 杉山 一郎 氏

EY新日本有限責任監査法人

FIDSマネージャー 柳 裕二 氏

ミーティングルーム
08/30 18:30 20:00～ ●事業セミナー

「デジタルフォレンジックに触れる」

～最新のデジタルフォレンジック技術を活用事例と

デモを通じて知る～

EY新日本有限責任監査法人

FIDSプリンシパル 杉山 一郎 氏

EY新日本有限責任監査法人

FIDSマネージャー 柳 裕二 氏

●事業セミナー

「温泉旅館の生き残りをかけた長期滞在戦略

～別府市鉄輪温泉の取り組み～」

九州産業大学地域共創学部観光学科

教授 浦 達雄 氏

●事業セミナー

「温泉旅館の生き残りをかけた長期滞在戦略

～別府市鉄輪温泉の取り組み～」

九州産業大学地域共創学部観光学科

教授 浦 達雄 氏交流ラウンジ
09/04 18:30 19:30～ ●事業セミナー

「温泉旅館の生き残りをかけた長期滞在戦略

～別府市鉄輪温泉の取り組み～」

九州産業大学地域共創学部観光学科

教授 浦 達雄 氏

●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 9月号

【特集】九州のSociety 5.0企業

九州経済調査協会

事業開発部 主任研究員 松嶋 慶祐

事業開発部 研究員 渡辺 隼矢

●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 9月号

【特集】九州のSociety 5.0企業

九州経済調査協会

事業開発部 主任研究員 松嶋 慶祐

事業開発部 研究員 渡辺 隼矢

ミーティングルーム
09/11 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 9月号

【特集】九州のSociety 5.0企業

九州経済調査協会

事業開発部 主任研究員 松嶋 慶祐

事業開発部 研究員 渡辺 隼矢

●事業セミナー

ritokei x BIZCOLI コラボセミナー

「日本の離島は最先端！」

離島経済新聞社 統括編集長の『季刊ritokei』解説

＆島の未来づくり座談会

NPO法人離島経済新聞社

統括編集長 鯨本 あつこ 氏

●事業セミナー

ritokei x BIZCOLI コラボセミナー

「日本の離島は最先端！」

離島経済新聞社 統括編集長の『季刊ritokei』解説

＆島の未来づくり座談会

NPO法人離島経済新聞社

統括編集長 鯨本 あつこ 氏交流ラウンジ
09/13 18:30 20:00～ ●事業セミナー

ritokei x BIZCOLI コラボセミナー

「日本の離島は最先端！」

離島経済新聞社 統括編集長の『季刊ritokei』解説

＆島の未来づくり座談会

NPO法人離島経済新聞社

統括編集長 鯨本 あつこ 氏

●事業セミナー

「サイバー攻撃の現状と求められる施策」

（全3回シリーズ 1/3）

第1回 サイバー攻撃の現状

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

Technology

チームジャパンリーダー 杉山 一郎 氏

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

マネージャー 一瀬 友祐 氏

●事業セミナー

「サイバー攻撃の現状と求められる施策」

（全3回シリーズ 1/3）

第1回 サイバー攻撃の現状

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

Technology

チームジャパンリーダー 杉山 一郎 氏

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

マネージャー 一瀬 友祐 氏

ミーティングルーム
09/19 18:30 20:00～ ●事業セミナー

「サイバー攻撃の現状と求められる施策」

（全3回シリーズ 1/3）

第1回 サイバー攻撃の現状

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

Technology

チームジャパンリーダー 杉山 一郎 氏

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

マネージャー 一瀬 友祐 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第59回サイエンスカフェ

「水素細菌の謎に迫る！」～水素酵素の探索と燃

料電池への応用～

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 尹 基石（ユン キソク）氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第59回サイエンスカフェ

「水素細菌の謎に迫る！」～水素酵素の探索と燃

料電池への応用～

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 尹 基石（ユン キソク）氏

交流ラウンジ
09/21 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第59回サイエンスカフェ

「水素細菌の謎に迫る！」～水素酵素の探索と燃

料電池への応用～

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 尹 基石（ユン キソク）氏

●第90回 九経調イブニングセミナー

第90回イブニングセミナー

「中国の資源ごみ輸入規制の動向と九州への影

響」～世界を漂う廃棄物の行方～

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 八木 杏奈

●第90回 九経調イブニングセミナー

第90回イブニングセミナー

「中国の資源ごみ輸入規制の動向と九州への影

響」～世界を漂う廃棄物の行方～

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 八木 杏奈BIZCOLIミーティング
ルーム

09/28 18:30 19:30～ ●第90回 九経調イブニングセミナー

第90回イブニングセミナー

「中国の資源ごみ輸入規制の動向と九州への影

響」～世界を漂う廃棄物の行方～

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 八木 杏奈

●事業セミナー

第3回インバウンドビジネスMeetUps & Seminar

「地方創生に必要なモノ・コト・シテン」

株式会社電通

日本開発室

インバウンドソリューション開発部長

高橋 邦之 氏

●事業セミナー

第3回インバウンドビジネスMeetUps & Seminar

「地方創生に必要なモノ・コト・シテン」

株式会社電通

日本開発室

インバウンドソリューション開発部長

高橋 邦之 氏

共創館カンファレンスB
10/09 16:00 18:00～ ●事業セミナー

第3回インバウンドビジネスMeetUps & Seminar

「地方創生に必要なモノ・コト・シテン」

株式会社電通

日本開発室

インバウンドソリューション開発部長

高橋 邦之 氏

●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 10月号

【特集】

九州の多様性を生かした海洋エネルギー開発

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

研究主査 小柳 真二

●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 10月号

【特集】

九州の多様性を生かした海洋エネルギー開発

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

研究主査 小柳 真二

ミーティングルーム
10/09 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 10月号

【特集】

九州の多様性を生かした海洋エネルギー開発

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

研究主査 小柳 真二

●事業セミナー

「サイバー攻撃の現状と求められる施策」

（全3回シリーズ 2/3）

第2回 サイバー攻撃への対策

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

チームジャパンリーダー 杉山 一郎 氏

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

マネージャー 一瀬 友祐 氏

●事業セミナー

「サイバー攻撃の現状と求められる施策」

（全3回シリーズ 2/3）

第2回 サイバー攻撃への対策

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

チームジャパンリーダー 杉山 一郎 氏

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

マネージャー 一瀬 友祐 氏

ミーティングルーム
10/10 18:30 20:00～ ●事業セミナー

「サイバー攻撃の現状と求められる施策」

（全3回シリーズ 2/3）

第2回 サイバー攻撃への対策

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

チームジャパンリーダー 杉山 一郎 氏

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

マネージャー 一瀬 友祐 氏

3ページ



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

(2018年度）

2019/05/20

●経済講演会

平成30年度 経済講演会

「街角から日本の景気を展望する」

三井住友アセットマネジメント株式会社

理事・チーフエコノミスト 宅森 昭吉 氏

●経済講演会

平成30年度 経済講演会

「街角から日本の景気を展望する」

三井住友アセットマネジメント株式会社

理事・チーフエコノミスト 宅森 昭吉 氏FFGホール
10/16 13:30 15:00～ ●経済講演会

平成30年度 経済講演会

「街角から日本の景気を展望する」

三井住友アセットマネジメント株式会社

理事・チーフエコノミスト 宅森 昭吉 氏

●事業セミナー

「レゴ(R)ブロックで描く組織と地域の未来デザイン」

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

理事 白井 旬 氏

●事業セミナー

「レゴ(R)ブロックで描く組織と地域の未来デザイン」

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

理事 白井 旬 氏交流ラウンジ
10/16 18:30 20:30～ ●事業セミナー

「レゴ(R)ブロックで描く組織と地域の未来デザイン」

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

理事 白井 旬 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第60回サイエンスカフェ＠ふくおか「ロボットの身

体・知能に迫る！」～人のように振る舞うロボットは

作れるか？～

九州大学大学院工学研究院機械工学部門

准教授 田原 健二 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第60回サイエンスカフェ＠ふくおか「ロボットの身

体・知能に迫る！」～人のように振る舞うロボットは

作れるか？～

九州大学大学院工学研究院機械工学部門

准教授 田原 健二 氏交流ラウンジ
10/19 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第60回サイエンスカフェ＠ふくおか「ロボットの身

体・知能に迫る！」～人のように振る舞うロボットは

作れるか？～

九州大学大学院工学研究院機械工学部門

准教授 田原 健二 氏

●九州国立博物館特別応援セミナー

「オークラコレクション－古今の美を収集した、大倉

父子の夢」

九州国立博物館

主任研究員 山下 善也 氏

●九州国立博物館特別応援セミナー

「オークラコレクション－古今の美を収集した、大倉

父子の夢」

九州国立博物館

主任研究員 山下 善也 氏交流ラウンジ
10/23 18:30 20:00～ ●九州国立博物館特別応援セミナー

「オークラコレクション－古今の美を収集した、大倉

父子の夢」

九州国立博物館

主任研究員 山下 善也 氏

●経済講演会

「発展する中国華南・珠江デルタ～ビッグベイエリア

構想と日系企業の勝算～」

ジェトロ・アジア経済研究所

研究員 丁 可 氏

安川電機（中国）有限公司

董事長 生山 武史 氏

●経済講演会

「発展する中国華南・珠江デルタ～ビッグベイエリア

構想と日系企業の勝算～」

ジェトロ・アジア経済研究所

研究員 丁 可 氏

安川電機（中国）有限公司

董事長 生山 武史 氏

共創館カンファレンスC
10/30 14:00 16:30～ ●経済講演会

「発展する中国華南・珠江デルタ～ビッグベイエリア

構想と日系企業の勝算～」

ジェトロ・アジア経済研究所

研究員 丁 可 氏

安川電機（中国）有限公司

董事長 生山 武史 氏

●事業セミナー

「サイバー攻撃の現状と求められる施策」

（全3回シリーズ 3/3）

第3回 サイバー攻撃への対策

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

Technology

チームジャパンリーダー 杉山 一郎 氏

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

マネージャー 一瀬 友祐 氏

●事業セミナー

「サイバー攻撃の現状と求められる施策」

（全3回シリーズ 3/3）

第3回 サイバー攻撃への対策

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

Technology

チームジャパンリーダー 杉山 一郎 氏

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

マネージャー 一瀬 友祐 氏

ミーティングルーム
10/31 18:30 20:00～ ●事業セミナー

「サイバー攻撃の現状と求められる施策」

（全3回シリーズ 3/3）

第3回 サイバー攻撃への対策

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

Technology

チームジャパンリーダー 杉山 一郎 氏

EY新日本有限監査法人 Forensics事業部

マネージャー 一瀬 友祐 氏

●文化・教養セミナー

特別講演会「社会とデザイン」 Design  for Society

九州大学大学院芸術工学研究院 コンテン

ツ・クリエーティブデザイン部門

教授 富松 潔 氏

Rocket Road株式会社

代表取締役社長 泉 幸典 氏

●文化・教養セミナー

特別講演会「社会とデザイン」 Design  for Society

九州大学大学院芸術工学研究院 コンテン

ツ・クリエーティブデザイン部門

教授 富松 潔 氏

Rocket Road株式会社

代表取締役社長 泉 幸典 氏

交流ラウンジ
11/12 18:00 20:00～ ●文化・教養セミナー

特別講演会「社会とデザイン」 Design  for Society

九州大学大学院芸術工学研究院 コンテン

ツ・クリエーティブデザイン部門

教授 富松 潔 氏

Rocket Road株式会社

代表取締役社長 泉 幸典 氏

●BIZCOLI TALK

【特集】 シリコンアイランド九州の新しい地平

ビッグデータ時代におけるシリコンアイランド九州の

可能性

九州経済調査協会

事業開発部長 兼BIZCOLI館長 岡野 秀之

事業開発部 主任研究員 松嶋 慶祐

●BIZCOLI TALK

【特集】 シリコンアイランド九州の新しい地平

ビッグデータ時代におけるシリコンアイランド九州の

可能性

九州経済調査協会

事業開発部長 兼BIZCOLI館長 岡野 秀之

事業開発部 主任研究員 松嶋 慶祐

ミーティングルーム
11/13 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】 シリコンアイランド九州の新しい地平

ビッグデータ時代におけるシリコンアイランド九州の

可能性

九州経済調査協会

事業開発部長 兼BIZCOLI館長 岡野 秀之

事業開発部 主任研究員 松嶋 慶祐

●九州経済調査協会創立70周年事業

鹿児島の未来を考えるシンポジウム

「鹿児島の未来の交通インフラを考える」

京都大学大学院工学研究科

教授 藤井 聡 氏

●九州経済調査協会創立70周年事業

鹿児島の未来を考えるシンポジウム

「鹿児島の未来の交通インフラを考える」

京都大学大学院工学研究科

教授 藤井 聡 氏城山ホテル鹿児島 ア
メジストホール 鳳凰

11/15 13:30 16:30～ ●九州経済調査協会創立70周年事業

鹿児島の未来を考えるシンポジウム

「鹿児島の未来の交通インフラを考える」

京都大学大学院工学研究科

教授 藤井 聡 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第61回サイエンスカフェ＠ふくおか

「日本酒の香りを科学する！」～ナノテクノロジーを

使った香りの制御～

九州大学大学院理学研究院科学部門

准教授 村山 美乃 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第61回サイエンスカフェ＠ふくおか

「日本酒の香りを科学する！」～ナノテクノロジーを

使った香りの制御～

九州大学大学院理学研究院科学部門

准教授 村山 美乃 氏交流ラウンジ
11/16 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第61回サイエンスカフェ＠ふくおか

「日本酒の香りを科学する！」～ナノテクノロジーを

使った香りの制御～

九州大学大学院理学研究院科学部門

准教授 村山 美乃 氏

●事業セミナー

福津の住み良さとは

「住み良さランキング2018総合評価」

九州・沖縄ブロック1位

福津市長 原崎 智仁 氏●事業セミナー

福津の住み良さとは

「住み良さランキング2018総合評価」

九州・沖縄ブロック1位

福津市長 原崎 智仁 氏
交流ラウンジ

11/21 18:30 20:00～ ●事業セミナー

福津の住み良さとは

「住み良さランキング2018総合評価」

九州・沖縄ブロック1位

福津市長 原崎 智仁 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

(2018年度）

2019/05/20

●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 12月号

特集

「新しい福祉」の萌芽

西部ガス絆結株式会社

代表取締役社長 船越 哲郎 氏

株式会社ふくしごと

コミュニケーションディレクター 山内 泰 氏

ラボラトリオ株式会社

統括マネージャー 南 伸太郎 氏

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 12月号

特集

「新しい福祉」の萌芽

西部ガス絆結株式会社

代表取締役社長 船越 哲郎 氏

株式会社ふくしごと

コミュニケーションディレクター 山内 泰 氏

ラボラトリオ株式会社

統括マネージャー 南 伸太郎 氏

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

交流ラウンジ
12/11 18:30 20:30～ ●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 12月号

特集

「新しい福祉」の萌芽

西部ガス絆結株式会社

代表取締役社長 船越 哲郎 氏

株式会社ふくしごと

コミュニケーションディレクター 山内 泰 氏

ラボラトリオ株式会社

統括マネージャー 南 伸太郎 氏

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第62回サイエンスカフェ＠ふくおか

「次元の謎に迫る！」

～空間は本当に3次元なのか～

九州大学基幹教育院自然科学理論系部門

准教授 小島 健太郎 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第62回サイエンスカフェ＠ふくおか

「次元の謎に迫る！」

～空間は本当に3次元なのか～

九州大学基幹教育院自然科学理論系部門

准教授 小島 健太郎 氏交流ラウンジ
12/14 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第62回サイエンスカフェ＠ふくおか

「次元の謎に迫る！」

～空間は本当に3次元なのか～

九州大学基幹教育院自然科学理論系部門

准教授 小島 健太郎 氏

●アートフェア

「現代アートを買おう！

サラリーマンコレクターの経済学」

アート・レクター、横浜美術大学教授、京都造

形芸術大学 客員教授

宮津 大輔 氏

●アートフェア

「現代アートを買おう！

サラリーマンコレクターの経済学」

アート・レクター、横浜美術大学教授、京都造

形芸術大学 客員教授

宮津 大輔 氏

共創館カンファレンスB
12/14 18:00 20:00～ ●アートフェア

「現代アートを買おう！

サラリーマンコレクターの経済学」

アート・レクター、横浜美術大学教授、京都造

形芸術大学 客員教授

宮津 大輔 氏

●事業セミナー

PRも同時にできる！

Ｍａｋｕａｋｅクラウドファンディングセミナー

株式会社マクアケ 取締役

坊垣 佳奈 氏

●事業セミナー

PRも同時にできる！

Ｍａｋｕａｋｅクラウドファンディングセミナー

株式会社マクアケ 取締役

坊垣 佳奈 氏ミーティングルーム
12/14 16:00 17:00～ ●事業セミナー

PRも同時にできる！

Ｍａｋｕａｋｅクラウドファンディングセミナー

株式会社マクアケ 取締役

坊垣 佳奈 氏

●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 1月号

【特集】

九州の新たな１年

【Report】

◆九州の新たな１年

◆2019年度九州経済の見通し

◆経済・産業で振り返る平成

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小柳 真二

●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 1月号

【特集】

九州の新たな１年

【Report】

◆九州の新たな１年

◆2019年度九州経済の見通し

◆経済・産業で振り返る平成

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小柳 真二

交流ラウンジ
01/08 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

九州経済調査月報 1月号

【特集】

九州の新たな１年

【Report】

◆九州の新たな１年

◆2019年度九州経済の見通し

◆経済・産業で振り返る平成

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小柳 真二

●事業セミナー

続編！「職場の基礎代謝」アップ

社員・顧客・会社を元気にする「不」の解消法

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

理事 白井 旬 氏

●事業セミナー

続編！「職場の基礎代謝」アップ

社員・顧客・会社を元気にする「不」の解消法

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

理事 白井 旬 氏交流ラウンジ
01/17 18:30 20:30～ ●事業セミナー

続編！「職場の基礎代謝」アップ

社員・顧客・会社を元気にする「不」の解消法

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

理事 白井 旬 氏

●事業セミナー

第1回 未来会計セミナー

～赤字企業の8割を黒字にした勝利のシナリオ～

『未来からの逆算』が会社を大きく変える！

株式会社日本BIGネットワーク 代表取締役

IG会計グループ 代表、日本M＆A協会 会長

岩永 經世 氏

●事業セミナー

第1回 未来会計セミナー

～赤字企業の8割を黒字にした勝利のシナリオ～

『未来からの逆算』が会社を大きく変える！

株式会社日本BIGネットワーク 代表取締役

IG会計グループ 代表、日本M＆A協会 会長

岩永 經世 氏

ミーティングルーム
01/17 14:00 16:30～ ●事業セミナー

第1回 未来会計セミナー

～赤字企業の8割を黒字にした勝利のシナリオ～

『未来からの逆算』が会社を大きく変える！

株式会社日本BIGネットワーク 代表取締役

IG会計グループ 代表、日本M＆A協会 会長

岩永 經世 氏

●九州経済調査協会創立70周年事業

山口県の未来を考えるシンポジウム

「稼ぐ事業・地域を創るために～Industry4.0時代を

迎えた地域戦略」

株式会社野村総合研究所

産業ＩＴイノベーション事業本部兼コンサルティ

ング事業本部 主席研究員

藤野 直明 氏

●九州経済調査協会創立70周年事業

山口県の未来を考えるシンポジウム

「稼ぐ事業・地域を創るために～Industry4.0時代を

迎えた地域戦略」

株式会社野村総合研究所

産業ＩＴイノベーション事業本部兼コンサルティ

ング事業本部 主席研究員

藤野 直明 氏

ホテルサンルート徳山
銀河の間

01/22 15:00 17:30～ ●九州経済調査協会創立70周年事業

山口県の未来を考えるシンポジウム

「稼ぐ事業・地域を創るために～Industry4.0時代を

迎えた地域戦略」

株式会社野村総合研究所

産業ＩＴイノベーション事業本部兼コンサルティ

ング事業本部 主席研究員

藤野 直明 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第63回サイエンスカフェ＠ふくおか

「身体の中にお医者さんを送り込む！」

～ナノテクノロジーで診る、治す～

九州大学大学院工学研究院応用化学部門

准教授 岸村 顕広 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第63回サイエンスカフェ＠ふくおか

「身体の中にお医者さんを送り込む！」

～ナノテクノロジーで診る、治す～

九州大学大学院工学研究院応用化学部門

准教授 岸村 顕広 氏交流ラウンジ
01/25 19:00 21:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第63回サイエンスカフェ＠ふくおか

「身体の中にお医者さんを送り込む！」

～ナノテクノロジーで診る、治す～

九州大学大学院工学研究院応用化学部門

准教授 岸村 顕広 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

(2018年度）

2019/05/20

●事業セミナー

わかりやすい！中国越境ＥＣセミナー

株式会社ナセバナル

代表取締役 橋谷 亮治 氏

●事業セミナー

わかりやすい！中国越境ＥＣセミナー

株式会社ナセバナル

代表取締役 橋谷 亮治 氏ミーティングルーム
02/01 18:30 20:00～ ●事業セミナー

わかりやすい！中国越境ＥＣセミナー

株式会社ナセバナル

代表取締役 橋谷 亮治 氏

●2019年九経調交流会

・特別講演：

「欧米の先を行く企業統治『公益資本主義』」

17:00～18:45

・懇親会:賛助・ビズコリ会員のみ

19:00～20:30

アライアンス・フォーラム財団 代表理事

デフタ パートナーズ グループ 会長

内閣府本府参与

原 丈人 氏

●2019年九経調交流会

・特別講演：

「欧米の先を行く企業統治『公益資本主義』」

17:00～18:45

・懇親会:賛助・ビズコリ会員のみ

19:00～20:30

アライアンス・フォーラム財団 代表理事

デフタ パートナーズ グループ 会長

内閣府本府参与

原 丈人 氏

ホテル日航福岡
02/07 17:00 20:30～ ●2019年九経調交流会

・特別講演：

「欧米の先を行く企業統治『公益資本主義』」

17:00～18:45

・懇親会:賛助・ビズコリ会員のみ

19:00～20:30

アライアンス・フォーラム財団 代表理事

デフタ パートナーズ グループ 会長

内閣府本府参与

原 丈人 氏

●2019年版九州経済白書説明会

【福岡会場】「スポーツの成長産業と九州経済」

九州経済調査協会 調査研究部 次長

大谷 友男

●2019年版九州経済白書説明会

【福岡会場】「スポーツの成長産業と九州経済」

九州経済調査協会 調査研究部 次長

大谷 友男ＦＦＧホール
02/08 15:00 16:30～ ●2019年版九州経済白書説明会

【福岡会場】「スポーツの成長産業と九州経済」

九州経済調査協会 調査研究部 次長

大谷 友男

●事業セミナー

第2回 未来会計セミナー

～“攻め所”と“守り所”が明確になります～

『経営者目線の“決算書”の見方、活かし方』

決算書の三要素“Ｐ／Ｌ”“Ｂ／Ｓ”“Ｃ／Ｆ”

株式会社ＩＧブレーン 未来会計コンサル

山本 要輔 氏

●事業セミナー

第2回 未来会計セミナー

～“攻め所”と“守り所”が明確になります～

『経営者目線の“決算書”の見方、活かし方』

決算書の三要素“Ｐ／Ｌ”“Ｂ／Ｓ”“Ｃ／Ｆ”

株式会社ＩＧブレーン 未来会計コンサル

山本 要輔 氏ミーティングルーム
02/13 14:00 16:00～ ●事業セミナー

第2回 未来会計セミナー

～“攻め所”と“守り所”が明確になります～

『経営者目線の“決算書”の見方、活かし方』

決算書の三要素“Ｐ／Ｌ”“Ｂ／Ｓ”“Ｃ／Ｆ”

株式会社ＩＧブレーン 未来会計コンサル

山本 要輔 氏

●BIZCOLI TALK

【特集】

九州におけるスマート農業の未来

東京・大阪在住者の九州観光に関するイメージア

ンケート

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

●BIZCOLI TALK

【特集】

九州におけるスマート農業の未来

東京・大阪在住者の九州観光に関するイメージア

ンケート

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

02/13 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

九州におけるスマート農業の未来

東京・大阪在住者の九州観光に関するイメージア

ンケート

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

●事業セミナー

九州産業大学XBIZCOLIコラボセミナー

「アニメ聖地巡礼 これからの観光地づくり～九州

の知られざるポテンシャルに迫る～」

関東学院大学経営学部 教授

岩崎 達也 氏

中京大学経営学部 准教授

津村 将章 氏

九州産業大学 地域共創学部 准教授

大方 優子 氏

●事業セミナー

九州産業大学XBIZCOLIコラボセミナー

「アニメ聖地巡礼 これからの観光地づくり～九州

の知られざるポテンシャルに迫る～」

関東学院大学経営学部 教授

岩崎 達也 氏

中京大学経営学部 准教授

津村 将章 氏

九州産業大学 地域共創学部 准教授

大方 優子 氏

交流ラウンジ
02/15 18:30 20:00～ ●事業セミナー

九州産業大学XBIZCOLIコラボセミナー

「アニメ聖地巡礼 これからの観光地づくり～九州

の知られざるポテンシャルに迫る～」

関東学院大学経営学部 教授

岩崎 達也 氏

中京大学経営学部 准教授

津村 将章 氏

九州産業大学 地域共創学部 准教授

大方 優子 氏

●九州国立博物館特別応援セミナー

「京都・醍醐寺－真言密教の宇宙－」

九州国立博物館

主任研究員 森實 久美子 氏

●九州国立博物館特別応援セミナー

「京都・醍醐寺－真言密教の宇宙－」

九州国立博物館

主任研究員 森實 久美子 氏交流ラウンジ
02/18 18:30 20:00～ ●九州国立博物館特別応援セミナー

「京都・醍醐寺－真言密教の宇宙－」

九州国立博物館

主任研究員 森實 久美子 氏

●2019年版九州経済白書説明会

【北九州会場】「スポーツの成長産業と九州経済」

九州経済調査協会 調査研究部 部長

片山 礼二郎

●2019年版九州経済白書説明会

【北九州会場】「スポーツの成長産業と九州経済」

九州経済調査協会 調査研究部 部長

片山 礼二郎ＦＦＧ北九州本社ビル
02/20 13:30 15:00～ ●2019年版九州経済白書説明会

【北九州会場】「スポーツの成長産業と九州経済」

九州経済調査協会 調査研究部 部長

片山 礼二郎

●デバイス実装研究会

デバイス実装研究会

「分子接合技術のデバイス・実装分野への応

用展開」

(株)東芝 部品材料事業統括部 技術開発セ

ンター 主幹 八甫谷 明彦 氏

「３Ｄ実装技術への材料的アプローチ」

日立化成(株) 機能材料事業本部 実装材料

事業部 パッケージングソリューションセン

ター 開発担当部長 野中 敏央 氏

「DISCO Package Solution（仮）」

(株)ディスコ 営業技術部 アドバンスド・パッ

●デバイス実装研究会

デバイス実装研究会

「分子接合技術のデバイス・実装分野への応

用展開」

(株)東芝 部品材料事業統括部 技術開発セ

ンター 主幹 八甫谷 明彦 氏

「３Ｄ実装技術への材料的アプローチ」

日立化成(株) 機能材料事業本部 実装材料

事業部 パッケージングソリューションセン

ター 開発担当部長 野中 敏央 氏

「DISCO Package Solution（仮）」

(株)ディスコ 営業技術部 アドバンスド・パッ

電気ビル本館 地下２
階 本館カンファレンス
７号会議室

02/22 14:00 17:30～ ●デバイス実装研究会

デバイス実装研究会

「分子接合技術のデバイス・実装分野への応

用展開」

(株)東芝 部品材料事業統括部 技術開発セ

ンター 主幹 八甫谷 明彦 氏

「３Ｄ実装技術への材料的アプローチ」

日立化成(株) 機能材料事業本部 実装材料

事業部 パッケージングソリューションセン

ター 開発担当部長 野中 敏央 氏

「DISCO Package Solution（仮）」

(株)ディスコ 営業技術部 アドバンスド・パッ

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第64回サイエンスカフェ＠ふくおか

「身体も心！」

九州大学基幹教育院人文社会化学部門

准教授 山田 祐樹 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第64回サイエンスカフェ＠ふくおか

「身体も心！」

九州大学基幹教育院人文社会化学部門

准教授 山田 祐樹 氏交流ラウンジ
03/02 17:30 19:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第64回サイエンスカフェ＠ふくおか

「身体も心！」

九州大学基幹教育院人文社会化学部門

准教授 山田 祐樹 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

(2018年度）

2019/05/20

●事業セミナー

2030SDGsカードゲームを活用した理想の組織・地

域づくりワークショップ

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

理事 白井 旬 氏

●事業セミナー

2030SDGsカードゲームを活用した理想の組織・地

域づくりワークショップ

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

理事 白井 旬 氏九州経済調査協会 5
階会議室

03/05 18:30 20:30～ ●事業セミナー

2030SDGsカードゲームを活用した理想の組織・地

域づくりワークショップ

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会

理事 白井 旬 氏

●2019年版九州経済白書説明会

【佐世保会場】「スポーツの成長産業と九州経済」

九州経済調査協会 調査研究部 次長

大谷 友男

●2019年版九州経済白書説明会

【佐世保会場】「スポーツの成長産業と九州経済」

九州経済調査協会 調査研究部 次長

大谷 友男ＦＦＧ佐世保ビル ４階
セミナールーム

03/06 13:30 15:00～ ●2019年版九州経済白書説明会

【佐世保会場】「スポーツの成長産業と九州経済」

九州経済調査協会 調査研究部 次長

大谷 友男

●事業セミナー

第1回「BIツールによる経営革新」経営に活かす

データ分析セミナー

株式会社カホエンタープライズ

コンサルタント 福田 三佳 氏

●事業セミナー

第1回「BIツールによる経営革新」経営に活かす

データ分析セミナー

株式会社カホエンタープライズ

コンサルタント 福田 三佳 氏ミーティングルーム
03/06 18:30 20:00～ ●事業セミナー

第1回「BIツールによる経営革新」経営に活かす

データ分析セミナー

株式会社カホエンタープライズ

コンサルタント 福田 三佳 氏

●九経調地域研究助成・顕彰事業 研究発表会

＜顕彰・発表候補作品＞

1.自治体運行の地域公共交通に関するオープンデータ化とその

効果研究

2.人口減少・超高齢社会における都市機能の連携・分担に関す

る研究

3.これからの地方の図書館の可能性

4.過疎地域における賃貸住宅の移住促進と地域社会への影響

についての研究

5.中山間被災地域における生業継続のための交流空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ

6.くるめ野菜の普及を通じた地域農業の振興と食文化の担い手

育成

●九経調地域研究助成・顕彰事業 研究発表会

＜顕彰・発表候補作品＞

1.自治体運行の地域公共交通に関するオープンデータ化とその

効果研究

2.人口減少・超高齢社会における都市機能の連携・分担に関す

る研究

3.これからの地方の図書館の可能性

4.過疎地域における賃貸住宅の移住促進と地域社会への影響

についての研究

5.中山間被災地域における生業継続のための交流空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ

6.くるめ野菜の普及を通じた地域農業の振興と食文化の担い手

育成

共創館カンファレンス
03/11 15:00 17:00～ ●九経調地域研究助成・顕彰事業 研究発表会

＜顕彰・発表候補作品＞

1.自治体運行の地域公共交通に関するオープンデータ化とその

効果研究

2.人口減少・超高齢社会における都市機能の連携・分担に関す

る研究

3.これからの地方の図書館の可能性

4.過疎地域における賃貸住宅の移住促進と地域社会への影響

についての研究

5.中山間被災地域における生業継続のための交流空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ

6.くるめ野菜の普及を通じた地域農業の振興と食文化の担い手

育成

●BIZCOLI TALK

【特集】

スマートモビリティサービス

◇モビリティ2.0時代の到来

◇移動革命とMaaS

◇西日本鉄道とトヨタによるマルチモーダルモビリ

ティサービス「my route」実証実験

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

●BIZCOLI TALK

【特集】

スマートモビリティサービス

◇モビリティ2.0時代の到来

◇移動革命とMaaS

◇西日本鉄道とトヨタによるマルチモーダルモビリ

ティサービス「my route」実証実験

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐ミーティングルーム
03/12 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

スマートモビリティサービス

◇モビリティ2.0時代の到来

◇移動革命とMaaS

◇西日本鉄道とトヨタによるマルチモーダルモビリ

ティサービス「my route」実証実験

九州経済調査協会 事業開発部

主任研究員 松嶋 慶祐

●専門図書館協議会セミナー

九州大学中央図書館視察会

九州大学附属図書館 図書館企画課

企画係長 山根 泰志 氏

●専門図書館協議会セミナー

九州大学中央図書館視察会

九州大学附属図書館 図書館企画課

企画係長 山根 泰志 氏九州大学伊都キャンパ
ス 九州大学中央図書
館

03/22 11:50 15:00～ ●専門図書館協議会セミナー

九州大学中央図書館視察会

九州大学附属図書館 図書館企画課

企画係長 山根 泰志 氏

●事業セミナー

第3回 未来会計セミナー

～“自社の資金繰り”は経営者が必ず知っておくべ

き～

『自社の資金繰りは銀行でも会計事務所でもない

経営者が一番解る』

1．資金繰りを難しく感じるのには、明確な原因があ

る

２．資金繰り計画は誰でもできる

３．先が見えれば、打つ手はある

株式会社ＩＧブレーン 未来会計コンサル

寺下 祐介氏

●事業セミナー

第3回 未来会計セミナー

～“自社の資金繰り”は経営者が必ず知っておくべ

き～

『自社の資金繰りは銀行でも会計事務所でもない

経営者が一番解る』

1．資金繰りを難しく感じるのには、明確な原因があ

る

２．資金繰り計画は誰でもできる

３．先が見えれば、打つ手はある

株式会社ＩＧブレーン 未来会計コンサル

寺下 祐介氏

03/26 14:00 16:00～ ●事業セミナー

第3回 未来会計セミナー

～“自社の資金繰り”は経営者が必ず知っておくべ

き～

『自社の資金繰りは銀行でも会計事務所でもない

経営者が一番解る』

1．資金繰りを難しく感じるのには、明確な原因があ

る

２．資金繰り計画は誰でもできる

３．先が見えれば、打つ手はある

株式会社ＩＧブレーン 未来会計コンサル

寺下 祐介氏
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