
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

(2021年度）

2022/06/02

●BIZCOLI TALK

【特集】

地方都市での創業・仕事づくり

【Report】

◆地方創生下における九州地域の人口移動と就

労機会

◆秘密基地と地方創生

◆奄美大島・奄美市に見る地方移住と仕事づくり

一般社団法人まちはチームだ

創生塾事務局長 中川 康文 氏

NPO法人離島経済新聞社

総括編集長 鯨本 あつこ 氏

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

【特集】

地方都市での創業・仕事づくり

【Report】

◆地方創生下における九州地域の人口移動と就

労機会

◆秘密基地と地方創生

◆奄美大島・奄美市に見る地方移住と仕事づくり

一般社団法人まちはチームだ

創生塾事務局長 中川 康文 氏

NPO法人離島経済新聞社

総括編集長 鯨本 あつこ 氏

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

WEB開催
04/13 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

地方都市での創業・仕事づくり

【Report】

◆地方創生下における九州地域の人口移動と就

労機会

◆秘密基地と地方創生

◆奄美大島・奄美市に見る地方移住と仕事づくり

一般社団法人まちはチームだ

創生塾事務局長 中川 康文 氏

NPO法人離島経済新聞社

総括編集長 鯨本 あつこ 氏

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

●事業セミナー

九州で現する Society 5.0、 DX

～これからの社会・産業・行政の形～

長崎県 企画部／産業労働部 政策監

次世代情報化推進担当／

前 経済産業省 製造産業局

デジタル戦略官

三上 建治 氏

九州で現する Society 5.0、 DX

～これからの社会・産業・行政の形～

長崎県 企画部／産業労働部 政策監

次世代情報化推進担当／

前 経済産業省 製造産業局

デジタル戦略官

三上 建治 氏

WEB開催
04/27 18:30 19:30～ ●事業セミナー

九州で現する Society 5.0、 DX

～これからの社会・産業・行政の形～

長崎県 企画部／産業労働部 政策監

次世代情報化推進担当／

前 経済産業省 製造産業局

デジタル戦略官

三上 建治 氏

●九州国立博物館特別応援セミナー

「よみがえる 正倉院宝物－再現模造にみる天平の

技－」

九州国立博物館

企画課特別展室長 川畑 憲子 氏「よみがえる 正倉院宝物－再現模造にみる天平の

技－」

九州国立博物館

企画課特別展室長 川畑 憲子 氏WEB開催
05/14 18:30 19:30～ ●九州国立博物館特別応援セミナー

「よみがえる 正倉院宝物－再現模造にみる天平の

技－」

九州国立博物館

企画課特別展室長 川畑 憲子 氏

●BIZCOLI TALK

【特集】

コロナ禍の家計消費の動向と変化の兆し

【Report】

◆新型コロナウイルスが消費に与えた影響

◆新型コロナ感染以降の消費の特徴点

◆九州の家計支出の動向と変化の兆し

跡見学園女子大学 マネジメント学部

教授 山澤 成康 氏

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

【特集】

コロナ禍の家計消費の動向と変化の兆し

【Report】

◆新型コロナウイルスが消費に与えた影響

◆新型コロナ感染以降の消費の特徴点

◆九州の家計支出の動向と変化の兆し

跡見学園女子大学 マネジメント学部

教授 山澤 成康 氏

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

WEB開催
05/18 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

コロナ禍の家計消費の動向と変化の兆し

【Report】

◆新型コロナウイルスが消費に与えた影響

◆新型コロナ感染以降の消費の特徴点

◆九州の家計支出の動向と変化の兆し

跡見学園女子大学 マネジメント学部

教授 山澤 成康 氏

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

●経済講演会

令和3年度 経済講演会

「アフターコロナのDX経営

～オペレーションズ・マネジメント～」

株式会社野村総合研究所

主席研究員 藤野 直明 氏令和3年度 経済講演会

「アフターコロナのDX経営

～オペレーションズ・マネジメント～」

株式会社野村総合研究所

主席研究員 藤野 直明 氏WEB開催
05/28 13:30 15:00～ ●経済講演会

令和3年度 経済講演会

「アフターコロナのDX経営

～オペレーションズ・マネジメント～」

株式会社野村総合研究所

主席研究員 藤野 直明 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第79回サイエンスカフェ＠ふくおか

「雰囲気の謎に迫る！」

九州大学 人間環境学研究院

准教授 木下 寛子 氏第79回サイエンスカフェ＠ふくおか

「雰囲気の謎に迫る！」

九州大学 人間環境学研究院

准教授 木下 寛子 氏WEB開催
05/28 19:00 20:00～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第79回サイエンスカフェ＠ふくおか

「雰囲気の謎に迫る！」

九州大学 人間環境学研究院

准教授 木下 寛子 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

(2021年度）

2022/06/02

●BIZCOLI TALK

【特集】

スポーツ産業の成長と地域づくりへの貢献

【Report】

◆プロスポーツビジネスの基本構造とコロナ禍での

対応

◆ラグビーワールドカップ2019日本大会における

キャンプ地・北九州市における取り組みと効果

◆サーフィンによるライフスタイル移住の諸相

ー宮崎県幸島周辺のサーファーを事例にー

九州産業大学 人間科学部スポーツ健康科

学科

准教授 福田 拓哉 氏

北九州市立大学 地域戦略研究所

教授 南 博 氏

北九州市立大学 地域共生教育センター

特任教員 岩本 晃典 氏

【特集】

スポーツ産業の成長と地域づくりへの貢献

【Report】

◆プロスポーツビジネスの基本構造とコロナ禍での

対応

◆ラグビーワールドカップ2019日本大会における

キャンプ地・北九州市における取り組みと効果

◆サーフィンによるライフスタイル移住の諸相

ー宮崎県幸島周辺のサーファーを事例にー

九州産業大学 人間科学部スポーツ健康科

学科

准教授 福田 拓哉 氏

北九州市立大学 地域戦略研究所

教授 南 博 氏

北九州市立大学 地域共生教育センター

特任教員 岩本 晃典 氏

WEB開催
06/15 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

スポーツ産業の成長と地域づくりへの貢献

【Report】

◆プロスポーツビジネスの基本構造とコロナ禍での

対応

◆ラグビーワールドカップ2019日本大会における

キャンプ地・北九州市における取り組みと効果

◆サーフィンによるライフスタイル移住の諸相

ー宮崎県幸島周辺のサーファーを事例にー

九州産業大学 人間科学部スポーツ健康科

学科

准教授 福田 拓哉 氏

北九州市立大学 地域戦略研究所

教授 南 博 氏

北九州市立大学 地域共生教育センター

特任教員 岩本 晃典 氏

●事業セミナー

企業と自治体の新しい関係づくり

～鍵をにぎるブリッジ人材

地域おこし協力隊 制度設計 専門家、

合作株式会社 取締役、さとのば大学 講師、

慶應義塾大学 SFC研究所 上席所員

西塔 大海 氏

企業と自治体の新しい関係づくり

～鍵をにぎるブリッジ人材

地域おこし協力隊 制度設計 専門家、

合作株式会社 取締役、さとのば大学 講師、

慶應義塾大学 SFC研究所 上席所員

西塔 大海 氏

WEB開催
07/09 18:30 19:30～ ●事業セミナー

企業と自治体の新しい関係づくり

～鍵をにぎるブリッジ人材

地域おこし協力隊 制度設計 専門家、

合作株式会社 取締役、さとのば大学 講

師、

慶應義塾大学 SFC研究所 上席所員

西塔 大海 氏

●BIZCOLI TALK

【特別企画】

2020年度 九経調地域研究助成事業 研究レポート

発表

【Report】

◆地方の貧困に挑むフードバンクの取り組みとそ

の効果－SDGsを用いた評価基準生成型の実践－

◆オンキャンパス型インターンシップによる課題解

決プログラムにおける離島地域のシーズン検証ポ

ストCOVID-19社会を踏まえた新たな形の域学連携

に向けて

九州保健福祉大学 臨床福祉学科

講師 日田 剛 氏

長崎県立大学 地域創造学部公共政策学科

准教授 川崎 修良 氏

立正大学 地域環境科学部

特任准教授 深瀬 浩三 氏

【特別企画】

2020年度 九経調地域研究助成事業 研究レポート

発表

【Report】

◆地方の貧困に挑むフードバンクの取り組みとそ

の効果－SDGsを用いた評価基準生成型の実践－

◆オンキャンパス型インターンシップによる課題解

決プログラムにおける離島地域のシーズン検証ポ

ストCOVID-19社会を踏まえた新たな形の域学連携

に向けて

九州保健福祉大学 臨床福祉学科

講師 日田 剛 氏

長崎県立大学 地域創造学部公共政策学科

准教授 川崎 修良 氏

立正大学 地域環境科学部

特任准教授 深瀬 浩三 氏

WEB開催
07/20 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特別企画】

2020年度 九経調地域研究助成事業 研究レポート

発表

【Report】

◆地方の貧困に挑むフードバンクの取り組みとそ

の効果－SDGsを用いた評価基準生成型の実践－

◆オンキャンパス型インターンシップによる課題解

決プログラムにおける離島地域のシーズン検証ポ

ストCOVID-19社会を踏まえた新たな形の域学連携

に向けて

九州保健福祉大学 臨床福祉学科

講師 日田 剛 氏

長崎県立大学 地域創造学部公共政策学科

准教授 川崎 修良 氏

立正大学 地域環境科学部

特任准教授 深瀬 浩三 氏

●事業セミナー

第7回九州産業大学ｘBIZCOLIコラボセミナー

＜WEB開催＞

ポストコロナ時代の新たな価値へのアプローチ

   ～九産大メソッドでコロナが生んだ課題に迫る～

九州産業大学 地域共創学部地域づくり学科

講師 行平 真也 氏

九州産業大学 芸術学部ビジュアルデザイン

学科

教授 真島 猛 氏

九州産業大学 人間科学部臨床心理学科

教授 窪田 由紀 氏

第7回九州産業大学ｘBIZCOLIコラボセミナー

＜WEB開催＞

ポストコロナ時代の新たな価値へのアプローチ

   ～九産大メソッドでコロナが生んだ課題に迫る～

九州産業大学 地域共創学部地域づくり学科

講師 行平 真也 氏

九州産業大学 芸術学部ビジュアルデザイン

学科

教授 真島 猛 氏

九州産業大学 人間科学部臨床心理学科

教授 窪田 由紀 氏

WEB開催
07/21 18:30 19:30～ ●事業セミナー

第7回九州産業大学ｘBIZCOLIコラボセミナー

＜WEB開催＞

ポストコロナ時代の新たな価値へのアプローチ

   ～九産大メソッドでコロナが生んだ課題に迫る～

九州産業大学 地域共創学部地域づくり学科

講師 行平 真也 氏

九州産業大学 芸術学部ビジュアルデザイン

学科

教授 真島 猛 氏

九州産業大学 人間科学部臨床心理学科

教授 窪田 由紀 氏

●九州国立博物館特別応援セミナー

「皇室の名宝－皇室と九州をむすぶ美」

九州国立博物館 文化財課

課長 原田 あゆみ 氏「皇室の名宝－皇室と九州をむすぶ美」

九州国立博物館 文化財課

課長 原田 あゆみ 氏WEB開催
07/27 18:30 19:30～ ●九州国立博物館特別応援セミナー

「皇室の名宝－皇室と九州をむすぶ美」

九州国立博物館 文化財課

課長 原田 あゆみ 氏

●経営セミナー

経営セミナー

「AIドライブレコーダーの未来～斬新奇抜、視点を

変えたドラレコ活用法！～」

一般社団法人ドライブレコーダー協議会

理事、UKコンサルタント代表

浮穴 浩二  氏

Streamax-Japan

営業グループ

岡田 桃依  氏

経営セミナー

「AIドライブレコーダーの未来～斬新奇抜、視点を

変えたドラレコ活用法！～」

一般社団法人ドライブレコーダー協議会

理事、UKコンサルタント代表

浮穴 浩二  氏

Streamax-Japan

営業グループ

岡田 桃依  氏

WEB開催
08/05 18:30 19:30～ ●経営セミナー

経営セミナー

「AIドライブレコーダーの未来～斬新奇抜、視点を

変えたドラレコ活用法！～」

一般社団法人ドライブレコーダー協議会

理事、UKコンサルタント代表

浮穴 浩二  氏

Streamax-Japan

営業グループ

岡田 桃依  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

(2021年度）

2022/06/02

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第80回サイエンスカフェ＠ふくおか

「PM2.5の謎に迫る！」

九州大学応用力学研究所

気候変動科学分野

教授 竹村 俊彦 氏
第80回サイエンスカフェ＠ふくおか

「PM2.5の謎に迫る！」

九州大学応用力学研究所

気候変動科学分野

教授 竹村 俊彦 氏

WEB開催
08/06 19:00 ～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第80回サイエンスカフェ＠ふくおか

「PM2.5の謎に迫る！」

九州大学応用力学研究所

気候変動科学分野

教授 竹村 俊彦 氏

●BIZCOLI TALK

【特集】

2021年度九州経済見通し改訂

～新型コロナ第4波により下方修正、ワクチン次第

で上振れも

◆2021年度九州経済見通し改訂

～新型コロナ第4波により下方修正、ワクチン次第

で上振れも

◆2021年7月の宿泊施設稼働状況

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 相川 弘樹

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 渡辺 隼矢

【特集】

2021年度九州経済見通し改訂

～新型コロナ第4波により下方修正、ワクチン次第

で上振れも

◆2021年度九州経済見通し改訂

～新型コロナ第4波により下方修正、ワクチン次第

で上振れも

◆2021年7月の宿泊施設稼働状況

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 相川 弘樹

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 渡辺 隼矢

WEB開催
08/10 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

2021年度九州経済見通し改訂

～新型コロナ第4波により下方修正、ワクチン次第

で上振れも

◆2021年度九州経済見通し改訂

～新型コロナ第4波により下方修正、ワクチン次第

で上振れも

◆2021年7月の宿泊施設稼働状況

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 相川 弘樹

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 渡辺 隼矢

●BIZCOLI TALK

【特集】

オルタナティブデータによる新たな地域の評価

【Report】

◆インポートブランド立地からみた都市の評価

◆サービス業のマイクロジオデータからみた都市の

魅力評価

◆観光資源の質・多様性データからみた都市・観

光地の魅力

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 南 源来

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 秋野 隆士

【特集】

オルタナティブデータによる新たな地域の評価

【Report】

◆インポートブランド立地からみた都市の評価

◆サービス業のマイクロジオデータからみた都市の

魅力評価

◆観光資源の質・多様性データからみた都市・観

光地の魅力

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 南 源来

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 秋野 隆士

WEB開催
08/17 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

オルタナティブデータによる新たな地域の評価

【Report】

◆インポートブランド立地からみた都市の評価

◆サービス業のマイクロジオデータからみた都市の

魅力評価

◆観光資源の質・多様性データからみた都市・観

光地の魅力

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 南 源来

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 秋野 隆士

●事業セミナー

「町工場のオジサンたちが叶えた宇宙産業への参

入～その挑戦が地域にもたらしたものとは？～」

円陣スペースエンジニアリングチームe-SET)

理事長 當房 陸仁  氏「町工場のオジサンたちが叶えた宇宙産業への参

入～その挑戦が地域にもたらしたものとは？～」

円陣スペースエンジニアリングチームe-SET)

理事長 當房 陸仁  氏WEB開催
09/09 18:30 19:30～ ●事業セミナー

「町工場のオジサンたちが叶えた宇宙産業への参

入～その挑戦が地域にもたらしたものとは？～」

円陣スペースエンジニアリングチームe-SET)

理事長 當房 陸仁  氏

●BIZCOLI TALK

【特集】

サーキュラーエコノミー

【Report】

◆３Rからサーキュラー・エコノミーへと進化する環

境型社会

◆鹿児島県大崎町における住民主導型リサイクル

システムの形成と発展

大崎町SDGs推進協議会 専務理事

合作株式会社 代表 齊藤 智彦 氏

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 秋野 隆士

【特集】

サーキュラーエコノミー

【Report】

◆３Rからサーキュラー・エコノミーへと進化する環

境型社会

◆鹿児島県大崎町における住民主導型リサイクル

システムの形成と発展

大崎町SDGs推進協議会 専務理事

合作株式会社 代表 齊藤 智彦 氏

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 秋野 隆士

WEB開催
09/14 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

サーキュラーエコノミー

【Report】

◆３Rからサーキュラー・エコノミーへと進化する環

境型社会

◆鹿児島県大崎町における住民主導型リサイクル

システムの形成と発展

大崎町SDGs推進協議会 専務理事

合作株式会社 代表 齊藤 智彦 氏

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 秋野 隆士

●事業セミナー

「こころの筋トレ」アンガーマネジメント

～ニューノーマル時代の怒りコントロール術～

マルプロ 代表

アンガーマネジメントファシリテーター

講師：丸山 啓太 氏
「こころの筋トレ」アンガーマネジメント

～ニューノーマル時代の怒りコントロール術～

マルプロ 代表

アンガーマネジメントファシリテーター

講師：丸山 啓太 氏

ＷＥＢ開催
09/29 18:30 19:30～ ●事業セミナー

「こころの筋トレ」アンガーマネジメント

～ニューノーマル時代の怒りコントロール術～

マルプロ 代表

アンガーマネジメントファシリテーター

講師：丸山 啓太 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

(2021年度）

2022/06/02

●BIZCOLI TALK

【特集】

社会問題解決に向けた新たな官民連携の可能性

（上）～九州地域におけるPFSの導入促進に向けて

～

【Report】

◆社会問題解決に向けた新たな官民連携の可能

性～九州地域におけるPFSの導入促進に向けて～

◆わが国におけるPFS事業の取り組み状況と先行

事例

◆新たな行政分野におけるSIBの活用事例

九州経済調査協会 調査研究部

部長 片山 礼二郎

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 平松 朋子

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 田代 祐一

【特集】

社会問題解決に向けた新たな官民連携の可能性

（上）～九州地域におけるPFSの導入促進に向けて

～

【Report】

◆社会問題解決に向けた新たな官民連携の可能

性～九州地域におけるPFSの導入促進に向けて～

◆わが国におけるPFS事業の取り組み状況と先行

事例

◆新たな行政分野におけるSIBの活用事例

九州経済調査協会 調査研究部

部長 片山 礼二郎

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 平松 朋子

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 田代 祐一

WEB開催
10/12 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

社会問題解決に向けた新たな官民連携の可能性

（上）～九州地域におけるPFSの導入促進に向けて

～

【Report】

◆社会問題解決に向けた新たな官民連携の可能

性～九州地域におけるPFSの導入促進に向けて～

◆わが国におけるPFS事業の取り組み状況と先行

事例

◆新たな行政分野におけるSIBの活用事例

九州経済調査協会 調査研究部

部長 片山 礼二郎

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 平松 朋子

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 田代 祐一

●九州国立博物館特別応援セミナー

「海幸山幸ー祈りと恵みの風景－」

九州国立博物館 文化財課

資料登録室長 森實 久美子 氏「海幸山幸ー祈りと恵みの風景－」

九州国立博物館 文化財課

資料登録室長 森實 久美子 氏WEB開催
10/19 18:30 19:30～ ●九州国立博物館特別応援セミナー

「海幸山幸ー祈りと恵みの風景－」

九州国立博物館 文化財課

資料登録室長 森實 久美子 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第8１回サイエンスカフェ＠ふくおか

「新たなウイルスの謎に迫る！」～ウイルスハン

ター、虫を追う～

九州大学農学研究院 資源生物科学部門

衛生昆虫学分野

准教授 藤田 龍介 氏
第8１回サイエンスカフェ＠ふくおか

「新たなウイルスの謎に迫る！」～ウイルスハン

ター、虫を追う～

九州大学農学研究院 資源生物科学部門

衛生昆虫学分野

准教授 藤田 龍介 氏

WEB開催
11/05 19:00 ～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第8１回サイエンスカフェ＠ふくおか

「新たなウイルスの謎に迫る！」～ウイルスハン

ター、虫を追う～

九州大学農学研究院 資源生物科学部門

衛生昆虫学分野

准教授 藤田 龍介 氏

●BIZCOLI TALK

【特集】

社会問題解決に向けた新たな官民連携の可能性

（下）～九州地域におけるPFSの導入促進に向けて

～

【Report】

◆ＰＦＳの普及・拡大に当たっての課題と対応策

◆政策に生きる「ナッジ」の知見

九州経済調査協会 調査研究部

部長 片山 礼二郎

九州経済調査協会 調査研究部

研究主査 原口 尚子

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 平松 朋子

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 田代 祐一

【特集】

社会問題解決に向けた新たな官民連携の可能性

（下）～九州地域におけるPFSの導入促進に向けて

～

【Report】

◆ＰＦＳの普及・拡大に当たっての課題と対応策

◆政策に生きる「ナッジ」の知見

九州経済調査協会 調査研究部

部長 片山 礼二郎

九州経済調査協会 調査研究部

研究主査 原口 尚子

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 平松 朋子

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 田代 祐一

ＷＥＢ開催
11/09 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

社会問題解決に向けた新たな官民連携の可能性

（下）～九州地域におけるPFSの導入促進に向けて

～

【Report】

◆ＰＦＳの普及・拡大に当たっての課題と対応策

◆政策に生きる「ナッジ」の知見

九州経済調査協会 調査研究部

部長 片山 礼二郎

九州経済調査協会 調査研究部

研究主査 原口 尚子

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 平松 朋子

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 田代 祐一

●事業セミナー

「続 『こころの筋トレ』アンガーマネジメント

～実践編 上手な叱り方～」

マルプロ 代表

アンガーマネジメントファシリテーター

講師：丸山 啓太 氏
「続 『こころの筋トレ』アンガーマネジメント

～実践編 上手な叱り方～」

マルプロ 代表

アンガーマネジメントファシリテーター

講師：丸山 啓太 氏

ＷＥＢ開催
11/17 18:30 19:30～ ●事業セミナー

「続 『こころの筋トレ』アンガーマネジメント

～実践編 上手な叱り方～」

マルプロ 代表

アンガーマネジメントファシリテーター

講師：丸山 啓太 氏

●BIZCOLI TALK

【特別編】

「発見！九州経済のポテンシャル2022

～図説九州経済2022×DATASALADの活用法～」

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二【特別編】

「発見！九州経済のポテンシャル2022

～図説九州経済2022×DATASALADの活用法～」

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二WEB開催
11/25 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特別編】

「発見！九州経済のポテンシャル2022

～図説九州経済2022×DATASALADの活用法～」

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二
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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

(2021年度）

2022/06/02

●BIZCOLI TALK

【特集】

クリエイティブ産業の地方立地の可能性

【Report】

◆クリエイティブ産業の規模と九州地域のポジショ

ン

◆新型コロナ禍における全国・九州地域の企業立

地変化

◆九州におけるクリエイティブ企業創出の取り組み

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

【特集】

クリエイティブ産業の地方立地の可能性

【Report】

◆クリエイティブ産業の規模と九州地域のポジショ

ン

◆新型コロナ禍における全国・九州地域の企業立

地変化

◆九州におけるクリエイティブ企業創出の取り組み

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

WEB開催
12/14 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

クリエイティブ産業の地方立地の可能性

【Report】

◆クリエイティブ産業の規模と九州地域のポジショ

ン

◆新型コロナ禍における全国・九州地域の企業立

地変化

◆九州におけるクリエイティブ企業創出の取り組み

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

●共催セミナー

機械振興協会経済研究所ｘ九州経済調査協会共

催セミナー

「『自動車の電動化と地域自動車産業』

テスラが牽引する電動化市場の急成長は域外依

存型産業集積にどのような機械をもたらすのか

～北部九州と東北地方の比較分析」

関西大学 商学部

准教授 佐伯 靖雄 氏機械振興協会経済研究所ｘ九州経済調査協会共

催セミナー

「『自動車の電動化と地域自動車産業』

テスラが牽引する電動化市場の急成長は域外依

存型産業集積にどのような機械をもたらすのか

～北部九州と東北地方の比較分析」

関西大学 商学部

准教授 佐伯 靖雄 氏ＷＥＢ開催
12/20 13:30 15:00～ ●共催セミナー

機械振興協会経済研究所ｘ九州経済調査協会共

催セミナー

「『自動車の電動化と地域自動車産業』

テスラが牽引する電動化市場の急成長は域外依

存型産業集積にどのような機械をもたらすのか

～北部九州と東北地方の比較分析」

関西大学 商学部

准教授 佐伯 靖雄 氏

●BIZCOLI TALK

【特集】九州の新たな１年

【Ｒｅｐｏｒｔ】

♦九州の新たな１年

♦福岡市における今後のＭＩＣＥ開催動

～国内主要学会に対するアンケート調査より～

♦新常態（ニューノーマル）に生きる！

コロナ禍にチャンスを見つけた経営者たち

事業構想大学大学院 客員教授・地域活性化

伝道師（内閣府）・若林ビジネスサポート

代表 若林 宗男 氏

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 田代 祐一

【特集】九州の新たな１年

【Ｒｅｐｏｒｔ】

♦九州の新たな１年

♦福岡市における今後のＭＩＣＥ開催動

～国内主要学会に対するアンケート調査より～

♦新常態（ニューノーマル）に生きる！

コロナ禍にチャンスを見つけた経営者たち

事業構想大学大学院 客員教授・地域活性化

伝道師（内閣府）・若林ビジネスサポート

代表 若林 宗男 氏

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 田代 祐一

ＷＥＢ開催
01/11 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】九州の新たな１年

【Ｒｅｐｏｒｔ】

♦九州の新たな１年

♦福岡市における今後のＭＩＣＥ開催動

～国内主要学会に対するアンケート調査より～

♦新常態（ニューノーマル）に生きる！

コロナ禍にチャンスを見つけた経営者たち

事業構想大学大学院 客員教授・地域活性

化伝道師（内閣府）・若林ビジネスサポート

代表 若林 宗男 氏

九州経済調査協会 調査研究部

研究員 田代 祐一

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第82回サイエンスカフェ＠ふくおか

「太陽光発電の謎に迫る！」～脱炭素技術の最前

線～

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 松島 敏則 氏
第82回サイエンスカフェ＠ふくおか

「太陽光発電の謎に迫る！」～脱炭素技術の最前

線～

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 松島 敏則 氏

WEB開催
01/14 19:00 ～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第82回サイエンスカフェ＠ふくおか

「太陽光発電の謎に迫る！」～脱炭素技術の最前

線～

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 松島 敏則 氏

●BIZCOLI TALK

【特別編】2022年度九州経済見通し

【Report】

♦２０２２年のキーワード

♦２０２２年度九州経済見通し

～旺盛な設備投資とリベンジ消費が経済を牽引

し回復基調へ

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 相川 弘樹

【特別編】2022年度九州経済見通し

【Report】

♦２０２２年のキーワード

♦２０２２年度九州経済見通し

～旺盛な設備投資とリベンジ消費が経済を牽引

し回復基調へ

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 相川 弘樹

ＷＥＢ開催
01/18 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特別編】2022年度九州経済見通し

【Report】

♦２０２２年のキーワード

♦２０２２年度九州経済見通し

～旺盛な設備投資とリベンジ消費が経済を牽引

し回復基調へ

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

九州経済調査協会 事業開発部

研究主査 小栁 真二

九州経済調査協会 事業開発部

研究員 相川 弘樹

●地方シンクタンク協議会 九州・沖縄ブロック

特別講演

「これからの時代、 地域が生き残るための三つの

視座～価値観の変化、仕事の作法、そして企業経

営の未来～」

一般財団法人日本経済研究所

専務理事（エコノミスト）

新産業創造業務統括 兼 地域未来研究セン

ター長 鍋山 徹 氏

特別講演

「これからの時代、 地域が生き残るための三つの

視座～価値観の変化、仕事の作法、そして企業経

営の未来～」

一般財団法人日本経済研究所

専務理事（エコノミスト）

新産業創造業務統括 兼 地域未来研究セン

ター長 鍋山 徹 氏

WEB開催
02/02 15:00 16:15～ ●地方シンクタンク協議会 九州・沖縄ブロック

特別講演

「これからの時代、 地域が生き残るための三つの

視座～価値観の変化、仕事の作法、そして企業経

営の未来～」

一般財団法人日本経済研究所

専務理事（エコノミスト）

新産業創造業務統括 兼 地域未来研究セン

ター長 鍋山 徹 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

(2021年度）

2022/06/02

●BIZCOLI TALK

【特集】

自動車電動化による九州地域の自動車産業の影

響と展望

【Report】

◆成長軌道に入った世界のｘEV（電動車）市場と躊

躇う日本企業

◆九州の自動車産業におけるEVシフトの影響と

BCPの取り組み～九州自動車関連企業アンケート

調査より～

◆脱炭素化の動きが地場企業にもたらす新たな価

名城大学 経営学部 教授

田中 武憲 氏

九州経済調査協会 事業開発部

次長 平田 エマ

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

【特集】

自動車電動化による九州地域の自動車産業の影

響と展望

【Report】

◆成長軌道に入った世界のｘEV（電動車）市場と躊

躇う日本企業

◆九州の自動車産業におけるEVシフトの影響と

BCPの取り組み～九州自動車関連企業アンケート

調査より～

◆脱炭素化の動きが地場企業にもたらす新たな価

名城大学 経営学部 教授

田中 武憲 氏

九州経済調査協会 事業開発部

次長 平田 エマ

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

ＷＥＢ開催
02/08 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

自動車電動化による九州地域の自動車産業の影

響と展望

【Report】

◆成長軌道に入った世界のｘEV（電動車）市場と躊

躇う日本企業

◆九州の自動車産業におけるEVシフトの影響と

BCPの取り組み～九州自動車関連企業アンケート

調査より～

◆脱炭素化の動きが地場企業にもたらす新たな価

名城大学 経営学部 教授

田中 武憲 氏

九州経済調査協会 事業開発部

次長 平田 エマ

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

●事業セミナー

第8回九州産業大学✕BIZCOLIコラボセミナー

「九州の鉄道会社と都心再開発

～西鉄とJR九州を事例として～」

九州産業大学

経済学部長・経済学部経済学科

教授 加藤 要一 氏

九州産業大学 経済学部経済学科

教授 芳賀 博文 氏

第8回九州産業大学✕BIZCOLIコラボセミナー

「九州の鉄道会社と都心再開発

～西鉄とJR九州を事例として～」

九州産業大学

経済学部長・経済学部経済学科

教授 加藤 要一 氏

九州産業大学 経済学部経済学科

教授 芳賀 博文 氏

ＷＥＢ開催
02/09 18:30 19:30～ ●事業セミナー

第8回九州産業大学✕BIZCOLIコラボセミナー

「九州の鉄道会社と都心再開発

～西鉄とJR九州を事例として～」

九州産業大学

経済学部長・経済学部経済学科

教授 加藤 要一 氏

九州産業大学 経済学部経済学科

教授 芳賀 博文 氏

●事業セミナー

九州におけるクリエイティブ企業創出の取り組み

Vol.1「分散型ワークプレイスのシェアリング事業に

よる新しいビジネスインフラの構築を～働くオフィス

から解放し、九州独自の新しい新しい働き方の創

出～」

九州アイランドワーク株式会社 代表

馬渡 侑佑 氏九州におけるクリエイティブ企業創出の取り組み

Vol.1「分散型ワークプレイスのシェアリング事業に

よる新しいビジネスインフラの構築を～働くオフィス

から解放し、九州独自の新しい新しい働き方の創

出～」

九州アイランドワーク株式会社 代表

馬渡 侑佑 氏ＷＥＢ開催
02/16 18:30 19:30～ ●事業セミナー

九州におけるクリエイティブ企業創出の取り組み

Vol.1「分散型ワークプレイスのシェアリング事業に

よる新しいビジネスインフラの構築を～働くオフィス

から解放し、九州独自の新しい新しい働き方の創

出～」

九州アイランドワーク株式会社 代表

馬渡 侑佑 氏

●九州国立博物館特別応援セミナー

「最澄と西国天台のあゆみ」

九州国立博物館 学芸部企画課特別展室

研究員 大澤 信 氏「最澄と西国天台のあゆみ」

九州国立博物館 学芸部企画課特別展室

研究員 大澤 信 氏WEB開催
02/22 18:30 19:30～ ●九州国立博物館特別応援セミナー

「最澄と西国天台のあゆみ」

九州国立博物館 学芸部企画課特別展室

研究員 大澤 信 氏

●九経調交流会2022 （会場）

特別講演会

「予測不能な時代 データが明かす生き方、企業、

そして幸せ」

株式会社日立製作所

フェロー 矢野 和男 氏特別講演会

「予測不能な時代 データが明かす生き方、企業、

そして幸せ」

株式会社日立製作所

フェロー 矢野 和男 氏共創館カンファレンスA
02/28 15:00 17:00～ ●九経調交流会2022 （会場）

特別講演会

「予測不能な時代 データが明かす生き方、企業、

そして幸せ」

株式会社日立製作所

フェロー 矢野 和男 氏

●九経調交流会 2022 (オンライン）

特別講演会

「予測不能な時代 データが明かす生き方、企業、

そして幸せ」

株式会社日立製作所

フェロー 矢野 和男 氏特別講演会

「予測不能な時代 データが明かす生き方、企業、

そして幸せ」

株式会社日立製作所

フェロー 矢野 和男 氏WEB開催
02/28 15:00 17:00～ ●九経調交流会 2022 (オンライン）

特別講演会

「予測不能な時代 データが明かす生き方、企業、

そして幸せ」

株式会社日立製作所

フェロー 矢野 和男 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第83回サイエンスカフェ＠ふくおか

「空飛ぶクルマ」と未来社会！～福岡・九州におけ

る可能性と課題～

九州大学大学院法学研究院

教授 小島 立 氏第83回サイエンスカフェ＠ふくおか

「空飛ぶクルマ」と未来社会！～福岡・九州におけ

る可能性と課題～

九州大学大学院法学研究院

教授 小島 立 氏WEB開催
03/04 19:00 ～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第83回サイエンスカフェ＠ふくおか

「空飛ぶクルマ」と未来社会！～福岡・九州におけ

る可能性と課題～

九州大学大学院法学研究院

教授 小島 立 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

(2021年度）

2022/06/02

●BIZCOLI TALK

【特集】

都市の人流と経済循環

【Report】

◆都市の人流と経済循環

◆IoTを用いた長崎県における観光客の行動分析

とその傾向

◆中心市街地産業関連表で「まちなか」の産業構

造と経済波及を理解する

―特小地域産業連関表作成で明らかとなった宮

崎市中心市街地ー

長崎大学 情報データ科学部 准教授

一藤 裕 氏

宮崎大学 地域資源創生学部

地域資源創成学研究科 教授

杉山 智行 氏

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

【特集】

都市の人流と経済循環

【Report】

◆都市の人流と経済循環

◆IoTを用いた長崎県における観光客の行動分析

とその傾向

◆中心市街地産業関連表で「まちなか」の産業構

造と経済波及を理解する

―特小地域産業連関表作成で明らかとなった宮

崎市中心市街地ー

長崎大学 情報データ科学部 准教授

一藤 裕 氏

宮崎大学 地域資源創生学部

地域資源創成学研究科 教授

杉山 智行 氏

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

ＷＥＢ開催
03/08 18:30 19:30～ ●BIZCOLI TALK

【特集】

都市の人流と経済循環

【Report】

◆都市の人流と経済循環

◆IoTを用いた長崎県における観光客の行動分析

とその傾向

◆中心市街地産業関連表で「まちなか」の産業構

造と経済波及を理解する

―特小地域産業連関表作成で明らかとなった宮

崎市中心市街地ー

長崎大学 情報データ科学部 准教授

一藤 裕 氏

宮崎大学 地域資源創生学部

地域資源創成学研究科 教授

杉山 智行 氏

九州経済調査協会 事業開発部

次長 松嶋 慶祐

●デバイス実装研究会【会場】

デバイス実装研究会【会場】

「Cu-Cu接合について（仮）」

（株）Doi Laboratory

代表取締役 九州大学名誉教授

土肥 俊郎 氏

「チップレット集積技術」

東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産

業技術研究所 特任教授

栗田 洋一郎 氏

「半導体に向けたレーザー転写技術

応用検討」

東レエンジニアリング（株）

開発部門 開発部長新井 義之 氏

デバイス実装研究会【会場】

「Cu-Cu接合について（仮）」

（株）Doi Laboratory

代表取締役 九州大学名誉教授

土肥 俊郎 氏

「チップレット集積技術」

東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産

業技術研究所 特任教授

栗田 洋一郎 氏

「半導体に向けたレーザー転写技術

応用検討」

東レエンジニアリング（株）

開発部門 開発部長新井 義之 氏

電気ビル共創館３階
カンファレンスA（大会
議室）

03/11 14:00 17:30～ ●デバイス実装研究会【会場】

デバイス実装研究会【会場】

「Cu-Cu接合について（仮）」

（株）Doi Laboratory

代表取締役 九州大学名誉教授

土肥 俊郎 氏

「チップレット集積技術」

東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産

業技術研究所 特任教授

栗田 洋一郎 氏

「半導体に向けたレーザー転写技術

応用検討」

東レエンジニアリング（株）

開発部門 開発部長新井 義之 氏

昭和電工マテリアルズ（株）
●デバイス実装研究会【オンライン】

デバイス実装研究会【オンライン】

「Cu-Cu接合について（仮）」

（株）Doi Laboratory

代表取締役 九州大学名誉教授

土肥 俊郎 氏

「チップレット集積技術」

東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産

業技術研究所 特任教授

栗田 洋一郎 氏

「半導体に向けたレーザー転写技術

応用検討」

東レエンジニアリング㈱ 開発部門 開発部長

新井 義之 氏

デバイス実装研究会【オンライン】

「Cu-Cu接合について（仮）」

（株）Doi Laboratory

代表取締役 九州大学名誉教授

土肥 俊郎 氏

「チップレット集積技術」

東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産

業技術研究所 特任教授

栗田 洋一郎 氏

「半導体に向けたレーザー転写技術

応用検討」

東レエンジニアリング㈱ 開発部門 開発部長

新井 義之 氏

WEB開催
03/11 14:00 17:30～ ●デバイス実装研究会【オンライン】

デバイス実装研究会【オンライン】

「Cu-Cu接合について（仮）」

（株）Doi Laboratory

代表取締役 九州大学名誉教授

土肥 俊郎 氏

「チップレット集積技術」

東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産

業技術研究所 特任教授

栗田 洋一郎 氏

「半導体に向けたレーザー転写技術

応用検討」

東レエンジニアリング㈱ 開発部門 開発部長

新井 義之 氏

昭和電工マテリアルズ（株）
●事業セミナー

経営に活かすデータ分析セミナー第３回「第４の経

営資源『データ』を 正しく蓄積・活用するための第

一歩〜将来のDX結実に向けた、 継続性のある

データマネジメント体制の構築〜」

NOB DATA株式会社

代表取締役社長 大城 信晃 氏経営に活かすデータ分析セミナー第３回「第４の経

営資源『データ』を 正しく蓄積・活用するための第

一歩〜将来のDX結実に向けた、 継続性のある

データマネジメント体制の構築〜」

NOB DATA株式会社

代表取締役社長 大城 信晃 氏WEB開催
03/15 18:30 20:00～ ●事業セミナー

経営に活かすデータ分析セミナー第３回「第４の経

営資源『データ』を 正しく蓄積・活用するための第

一歩〜将来のDX結実に向けた、 継続性のある

データマネジメント体制の構築〜」

NOB DATA株式会社

代表取締役社長 大城 信晃 氏

●サイエンスカフェ＠ふくおか

第84回サイエンスカフェ＠ふくおか

「骨の形の謎に迫る！」～数学がつなぐ異分野融

合研究～

九州大学大学院医学研究院

生体制御学講座 系統解剖学分野

教授 三浦 岳 氏
第84回サイエンスカフェ＠ふくおか

「骨の形の謎に迫る！」～数学がつなぐ異分野融

合研究～

九州大学大学院医学研究院

生体制御学講座 系統解剖学分野

教授 三浦 岳 氏

WEB開催
03/25 19:00 ～ ●サイエンスカフェ＠ふくおか

第84回サイエンスカフェ＠ふくおか

「骨の形の謎に迫る！」～数学がつなぐ異分野融

合研究～

九州大学大学院医学研究院

生体制御学講座 系統解剖学分野

教授 三浦 岳 氏
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