
08 ¦ Ocean’s Fukuoka

会 費　年間1口 2万円から

年会費：１口２万円
賛助会員サービス：
・コンベンション主催者・参加者への優先的紹介
・当財団機関誌「オーシャンズ・フクオカ」の送付
・「コンベンションスケジュール」提供
・賛助会員交流会ご招待　・各種パンフレットへの優先的掲載・提供
・当財団事業への参加のチャンス
・当財団主催の講演会・セミナーのご案内

皆様のご入会をお待ちしております

問合せ先：☎092（733）5050（担当：南里）新賛助会員様紹介
新たにご入会いただきました。（順不同・敬称略）
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　当 財 団 は、福 岡・九 州 へ の 観 光 客・
MICE の誘致・受入などを通じて、地域経
済の活性化、人的交流の促進に貢献する
ことを目的に活動しています。
　当財団の事業目的に賛同していただ
き、活動を支援してくださる賛助会員を
募集しています。

賛助会員募集中！

JAPAN　HOPE(株)
〒812-0008　福岡市博多区東光2-5-14 第５平野ビル4F
☎092-292-3232

（株）トップ・スタッフ九州支店
〒810-0002　福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル12F
☎092-714-1018

（株）JRT瀛遊国際
〒812-0023　福岡市博多区奈良屋町1-1 ヤシマ博多ビル8F
☎092-409-2568

真弓ダンススタジオ
〒810-0004　福岡市中央区渡辺通5-24-2
☎092-761-8567

（株）ぐるなび
〒100-0006　東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル6F
☎03-3500-9600

カシオ計算機(株)九州営業部
〒812-0007　福岡市博多区東比恵2-16-23 カシオ福岡ビル6F
☎080-5418-1242

日清食品（株）九州支店
〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-21-28 博多駅前スクエア8F
☎092-414-5711

（株）ASJ
〒818-0066　筑紫野市永岡948-1
☎092-918-4455

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年、福岡市の人口は政令市で第5位となり155万人
を突破いたしました。イギリスの情報誌モノクルの「世界
で最も住みやすい都市」ランキングでは過去最高の7位
に選ばれたほか、福岡市出身者の大隈良典教授のノー
ベル賞受賞や博多祇園山笠のユネスコ無形文化遺産登
録など、様々な分野で話題となった一年でありました。
　観光・MICEにおきましては、福岡空港・博多港からの

外国人入国者数が過去最高を更新し、クルーズ船寄港回数が過去最高なら
びに2年連続で国内第1位、国際会議開催件数（2015年）は7年連続で東京に
次いで国内第2位となりました。また6月には、福岡市での過去最大級の国際
コンベンションとなる「第99回ライオンズクラブ国際大会」、11月にはアジア
初となる世界最大のヨットレース「ルイ・ヴィトン・アメリカズカップ・ワールドシ
リーズ」が開催されるなど、海外から注目を集めた一年でもありました。
　さて本年は、「JDDW2017（第25回日本消化器関連学会）」をはじめとした
大型学術会議・展示会の開催や、クルーズ船のさらなる寄港回数増、訪日意
欲の高い東アジア・東南アジアを中心とした継続的なインバウンド増が見込
まれるなど、引き続き国内外から多くの皆様をお迎えする予定です。さらに
は、今後、福岡市では2019年にはラグビーワールドカップ日本大会、2020東
京オリンピック・パラリンピックの翌年の2021年には世界水泳選手権と、大型
の国際スポーツMICEが予定されており、国際的な観光・MICE都市としての
福岡市の役割はますます大きくなることと思います。
　本年も、市内各エリアの観光資源を磨きつつ、観光・MICEの受入環境のさ
らなる充実に向けた取り組みを推進し、観光消費の拡大を通じた地域経済の
活性化に努めてまいります。引き続き皆様のご支援とご協力をよろしくお願
いいたします。
　本年が皆様にとって良き年でありますよう心よりお祈り申し上げます。

　新年明けましておめでとうございます。皆様におか
れましては良き新年をお迎えのことと謹んでお慶び申
し上げます。
　昨年は4月に発生いたしました「平成28年熊本地震」
により、大きな被害が生じました。被災された皆様にお
見舞い申し上げますと共に引き続き皆様と一緒に支
援してまいりたいと思います。
　6月には「第99回ライオンズクラブ国際大会」が福岡

で開催され、各企業の皆様のご協力のもと、成功裏に終える事が出来ました。
ご協力いただいた皆様に心より厚く御礼申し上げます。
　当財団では、コンベンション誘致の専門組織である「ミーティング・プレイス・
フクオカ（MPF）」が設置から3年目を迎え、着実に成果を上げております。
　その成果として、本年6月には、世界各国から約150名のICCA会員及び
国際会議を主催する学会・協会の役員方が参加する「ICCA AMP2017」の
福岡開催が決定いたしました。この大会を機にMICE都市としての福岡をさ
らに世界へアピールして、国際会議等の誘致をさらに促進したいと思います。
　2015年の国際会議の開催件数も、福岡市は7年連続で東京に次ぐ全国2
位となっております。これらも市民の皆様や地元企業のお力添えの賜物であ
り、感謝しております。
　また、訪日外国人数につきましても、当初政府が掲げていた2020年まで
に年間2千万人という目標を昨年10月に達成し、新たに2020年までに年間4
千万人という目標が掲げられております。熊本地震の影響もありましたが、博
多港がクルーズ船寄港回数で2年連続全国1位となりました。当財団といた
しましても、博多港クルーズセンターの運営強化など観光・MICEの受入体制
の充実に力を入れていく所存でございますので、今後とも、ご支援とご協力
を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　本年が皆様方にとって実り多き年になりますよう心よりお祈り申し上げます。

福岡観光コンベンションビューロー

会長　礒山　誠二
福岡市長

髙島　宗一郎

※「ICCA」とは、アムステルダムに本部を置き、国際会議の開催状況を収集・発信している国際機関。世界約90カ国の約1,000団体が加盟。
※「ICCA AMP2017」とは、国際会議協会の国際会議の誘致条件を話し合う商談会。

年 頭 の ご 挨 拶

第2回サイトビジットツアー（産業施設見学会）実施します！

月頃に第 2 回を実施する運びとなりま
した。
　「サイトビジットツアー」の実施内容は
決定しだい、当財団の HP に掲載いたし
ます。是非、この機会にご参加ください。

　近年、高速道路や九州新幹線開通など、
九州全域への交通網の整備により、活発
な人流、物流が形成され、多様な産業が福
岡市周辺に集積しています。
　このような恵まれた環境にある利点を
最大限に活かし、これまで以上にＭＩＣ
Ｅ開催地として選んで頂ける都市になる

ため、福岡市内及び近郊で活躍されてい
る地場先進企業、施設を訪問する「サイト
ビジットツアー（産業施設見学会）」を今
年 3 月に実施したところ、参加頂いた
方々から、是非今後も継続してほしいと
いうご意見を頂戴しました。
　そこで当財団主催で 2017 年 2 ～ 3

サイトビジットツアー（平成28年3月実施）
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1月22日 1月22日 第154回福岡産科婦人科学会 福岡 250 九州大学医学部百年講堂 福岡産科婦人科学会 092-431-4845

1月26日 1月27日 第35回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 全国 700 福岡国際会議場
第35回日本口腔腫瘍学会総会・
学術大会運営事務局
株式会社コングレ九州支社内

092-716-7116

1月29日 1月29日 第30回日本消化器内視鏡学会九州支部セミナー 九州 500 アクロス福岡
第30回日本消化器内視鏡学会
九州セミナー運営事務局　
㈱JTBビジネスサポート九州　ICS営業部内

092-751-3244

2月2日 2月3日 水素先端世界フォーラム2017 国際 600 アクロス福岡 
九州大学伊都キャンパス

水素先端世界フォーラム2017運営事務局
水素材料先端科学研究センター
研究企画室

092-802-3928
（FAX）

1月28日 1月28日 微小脳神経外科解剖セミナーin福岡　2017 全国 200 福大メディカルホール 福岡大学医学部脳神経外科 092-801-1011

2月11日 2月12日 第29回日本消化器画像診断情報研究会
福岡大会 福岡 450 電気ビル 共創館 福岡県すこやか健康事業団 0942-35-8195

2月16日 2月17日 第5890回QCサークル全国大会
（小集団改善活動）－福岡－ 全国 1,000 福岡国際会議場 QCサークル本部事務局 03-5378-9815

2月16日 2月18日 角膜カンファランス2017/
第41回日本角膜学会総会/第33回日本角膜移植学会 全国 1,000 アクロス福岡

角膜カンファランス2017
運営事務局
株式会社コングレ 九州支社内

092-716-7116

2月18日 2月18日 “新”家庭教育宣言　実践報告会 福岡 500 都久志会館　大ホール 福岡県PTA連合会 092-643-7766

3月2日 3月2日 第26回福岡県中小企業経営者フォーラム 福岡 800 ホテル日航福岡 （一社）福岡県中小企業家同友会
事務局 092-686-1234

3月3日 3月10日 4th International Geoscience Symposium 
“Precambrian World 2” in Fukuoka 国際 150 九州大学　西新プラザ 九州大学大学院理学研究院

地球惑星科学部門 092-802-4254

3月4日 3月5日 第14回日本乳癌学会九州地方会 九州 300 九州大学医学部百年講堂
第14回日本乳癌学会九州地方会
運営事務局 
株式会社コングレ九州支社内

092-716-7116

3月10日 3月11日 第9回日本不安症学会学術大会 全国 500 九州大学医学部百年講堂
第9回日本不安症学会学術大会
運営事務局
株式会社インターグループ九州支社内

092-712-9530

3月11日 3月11日 第78回日本呼吸器学会　
日本結核病学会 九州支部春季学術講演会 全国 320 福岡国際医療福祉学院

第78回日本呼吸器学会
日本結核病学会 九州支部春季学術講演会準備室
日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内

092-712-6201

3月15日 3月18日 日本天文学会2017年春季年会 全国 1,000 九州大学伊都キャンパス 九州大学大学院理学研究
院地球惑星科学部門 092-802-4198

3月17日 3月19日 第67回日本木材学会大会（福岡大会） 全国 700 九州大学箱崎キャンパス、
アクロス福岡

九州大学大学院農学研究院内　
第67回日本木材学会大会

（福岡大会）事務局

wood2017
＠jwrs.org

3月19日 3月22日 The 6th International Symposium on 
Micro and Nano Technology (ISMNT-6) 国際 150 九州大学医学部百年講堂 九州大学工学研究院 secretary

＠ismnt-6.org

4月10日 4月12日 第12回国際交感神経外科シンポジウム 国際 50 ヒルトン福岡シーホーク
第12回国際交感神経外科
シンポジウム運営事務局
㈱JTBビジネスサポート九州　ICS営業部内

092-751-3244

4月20日 4月22日 第61回日本リウマチ学会総会・学術集会 全国 6,000 福岡国際会議場、福岡国際
センター、福岡サンパレス

JCR2017サポート準備室
日本コンベンションサービス株式会社内 03-3508-1214

1月30日 1月31日 スマートコミュニティ+IoT World九州、
セキュリティデイズ福岡 全国 2,000 福岡国際会議場 株式会社ナノオプト・メディア 03-6431-7800

1月31日 2月1日 FiSH (Fukuoka International Startup Hub) 国際 2,000 福岡国際会議場 株式会社ナノオプト・メディア 03-6431-7800

2月6日 2月7日 ビューティーワールド ジャパン 福岡 九州 5,000 福岡国際センター メサゴ・メッセフランクフルト株式会社 03-3262-8456

2月15日 2月16日 第13回九州インポートオーディオフェア 九州 600 福岡市民会館
九州インポートオーディオフェア
実行委員会 
福岡市民会館内

092-761-6567

2月17日 2月18日 第22回手づくりフェアin九州 全国 30,000 マリンメッセ福岡 九州手づくりフェア
実行委員会　事務局 092-436-8007

3月11日 3月11日 アラカンフェスタ 福岡 7,000 福岡国際会議場 アラカンフェスタ
実行委員会事務局（イデアパートナーズ内） 092-401-3456

3月16日 3月20日 全国陶磁器フェアin福岡2017 全国 50,000 マリンメッセ福岡 全国陶磁器フェアIN福岡
実行委員会 092-711-7605

3月18日 3月18日 福岡アジアコレクション2017 春夏 国際 7,000 福岡国際センター 福岡アジアファッション
拠点推進会議事務局 092-441-1119

2月4日 2月5日 第37回九州カップ水泳競技大会 九州 1,300 総合西市民プール 福岡県水泳連盟 092-623-5367

2月12日 2月12日 第20回ﾍﾞｽﾄﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ水泳競技大会 福岡 700 総合西市民プール 福岡県水泳連盟 092-623-5367

2月18日 2月19日 第25回全国障がい者ボウリング大会 全国 700 博多スターレーン 福岡市障がい者スポーツ協会 092-781-0561

2月25日 2月25日
第100回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
兼 第42回IAAF世界クロスカントリー選手権
日本代表選手選考競技会

全国 4,000 海の中道海浜公園
特設コース 福岡クロカン運営本部事務局 092-738-2180

学術
大会

スポーツ

展示会
見本市

開始 終了 大会・会議の名称 開催会場 事務局・問合せ先 ☎参加者
地　区

参加者
総　数

注目の会議や学会からPick Upコ ン ベ ン ション ニュー ス

※内容が変更になる場合があります

コンベンションカレンダー 29年1月 ▼4月

平成29年3月22日(水)～24日（金）日 程 ヒルトン福岡シーホーク場 所

　この度、平成 29 年 3 月22日（水）、23 日（木）、24 日（金）にヒルト
ン福岡シーホークにて、BIT's 10th Anniversary of Protein & Peptide 
Conference,PepCon-2017 と、BIT's 5th Annual Conference of 
AnalytiX 2017 を開催致します。
　福岡大会で 10 周年を迎える BIT's 10th Anniversary of Protein & 
Peptide Conference, PepCon-2017 は蛋白質研究における技術革新
を目的とした会議、BIT's 5th Annual Conference of AnalytiX 2017
は分析科学における最先端動向についての討論と情報交流を目的とし
た会議です。
　両大会とも海外の研究者たちによる特別講演、招待講演がプログラ

BIT's 10th Anniversary of Protein & Peptide Conference, PepCon-2017
BIT's 5th Annual Conference of AnalytiX 2017

BIT's 10th Anniversary of Protein & Peptide Conference, PepCon-2017 
BIT's 5th Annual Conference of AnalytiX 2017
梅　暁丹 Xiaodan Mei, Ph.D.
世界高科技協会主席 (Executive Chair)

ムに多数含まれています。福岡大会が分析科学と蛋白質研究に関する
国際的な理解を更に深め、発展させる契機となり、また国際交流として
も絶好の場となることを願っております。

　ＱＣサークル本部では、企業・組織におけるＱＣサークル活動（小
集団改善活動）によって得られた改善成果を発表する場として、全
国各地でＱＣサークル大会を開催しております。
　この度、２月１６日（木）１７日（金）の両日、福岡国際会議場
におきましてＱＣサークル九州支部をはじめ全国ＱＣサークル各支
部の後援により標記大会を開催いたします。
　本大会は全国の企業・組織から約１００件の体験事例発表をはじ

平成29年２月１６日（木）～１７日（金）日 程 福岡国際会議場場 所

第５８９０回QCサークル全国大会（小集団改善活動）－福岡－

め支部推薦 優秀改善事例招待発表、特別講演等でプログラムを編
成しております。ＱＣサークル活動（小集団改善活動）は現場や職
場の活性化の源です。自社・組織の品質向上・コストダウン・工数
低減やサークルの成長・活動運営の事例から職場活性化のヒントを
得る絶好の機会です。
　皆様からのご参加を心よりお待ちしております。

　福岡市西区九州大学伊都キャンパスにて日本天文学会 2017 年春
季年会を開催いたします。この会議には、日本各地で天文学の研究
を行っている研究者が一同に集まります。研究の分野は多岐にわた
り、「星・惑星形成」、「超新星爆発」、「太陽系」、「太陽」、「恒星」、「星間
現象」、「銀河」、「活動銀河核」、「銀河団」、「宇宙論」、「観測機器」、「コ
ンパクト天体」、「銀河形成」、「天文教育」などの分野ごとに分かれて最
新の研究成果が発表されます。高校生以下の学生による研究発表も
あり、参加者は 1日千人に達します。
　また、3 月 19 日（日）13 時から16 時 30 分まで、「日本天文学会
2017 年春季年会」の関連イベントとして、福岡市中央区天神のエル

日本天文学会2017年春季年会

日本天文学会
日本天文学会理事（年会開催地担当）町田　正博
九州大学理学研究院准教授

ガーラホールにて「アニメ・SF・天文学」というテーマで公開講演会を
開催いたします。この公開講演会は無料で、事前申込み不要ですの
で興味がありましたら是非ご参加下さい ( ただし、参加者多数の場合

は先着順とさせていただきます )。

平成29年3月15日(水)～18日(土)日 程 九州大学 伊都キャンパス場 所
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1月22日 1月22日 第154回福岡産科婦人科学会 福岡 250 九州大学医学部百年講堂 福岡産科婦人科学会 092-431-4845

1月26日 1月27日 第35回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 全国 700 福岡国際会議場
第35回日本口腔腫瘍学会総会・
学術大会運営事務局
株式会社コングレ九州支社内

092-716-7116

1月29日 1月29日 第30回日本消化器内視鏡学会九州支部セミナー 九州 500 アクロス福岡
第30回日本消化器内視鏡学会
九州セミナー運営事務局　
㈱JTBビジネスサポート九州　ICS営業部内

092-751-3244

2月2日 2月3日 水素先端世界フォーラム2017 国際 600 アクロス福岡 
九州大学伊都キャンパス

水素先端世界フォーラム2017運営事務局
水素材料先端科学研究センター
研究企画室

092-802-3928
（FAX）

1月28日 1月28日 微小脳神経外科解剖セミナーin福岡　2017 全国 200 福大メディカルホール 福岡大学医学部脳神経外科 092-801-1011

2月11日 2月12日 第29回日本消化器画像診断情報研究会
福岡大会 福岡 450 電気ビル 共創館 福岡県すこやか健康事業団 0942-35-8195

2月16日 2月17日 第5890回QCサークル全国大会
（小集団改善活動）－福岡－ 全国 1,000 福岡国際会議場 QCサークル本部事務局 03-5378-9815

2月16日 2月18日 角膜カンファランス2017/
第41回日本角膜学会総会/第33回日本角膜移植学会 全国 1,000 アクロス福岡

角膜カンファランス2017
運営事務局
株式会社コングレ 九州支社内

092-716-7116

2月18日 2月18日 “新”家庭教育宣言　実践報告会 福岡 500 都久志会館　大ホール 福岡県PTA連合会 092-643-7766

3月2日 3月2日 第26回福岡県中小企業経営者フォーラム 福岡 800 ホテル日航福岡 （一社）福岡県中小企業家同友会
事務局 092-686-1234

3月3日 3月10日 4th International Geoscience Symposium 
“Precambrian World 2” in Fukuoka 国際 150 九州大学　西新プラザ 九州大学大学院理学研究院

地球惑星科学部門 092-802-4254

3月4日 3月5日 第14回日本乳癌学会九州地方会 九州 300 九州大学医学部百年講堂
第14回日本乳癌学会九州地方会
運営事務局 
株式会社コングレ九州支社内

092-716-7116

3月10日 3月11日 第9回日本不安症学会学術大会 全国 500 九州大学医学部百年講堂
第9回日本不安症学会学術大会
運営事務局
株式会社インターグループ九州支社内

092-712-9530

3月11日 3月11日 第78回日本呼吸器学会　
日本結核病学会 九州支部春季学術講演会 全国 320 福岡国際医療福祉学院

第78回日本呼吸器学会
日本結核病学会 九州支部春季学術講演会準備室
日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内

092-712-6201

3月15日 3月18日 日本天文学会2017年春季年会 全国 1,000 九州大学伊都キャンパス 九州大学大学院理学研究
院地球惑星科学部門 092-802-4198

3月17日 3月19日 第67回日本木材学会大会（福岡大会） 全国 700 九州大学箱崎キャンパス、
アクロス福岡

九州大学大学院農学研究院内　
第67回日本木材学会大会

（福岡大会）事務局

wood2017
＠jwrs.org

3月19日 3月22日 The 6th International Symposium on 
Micro and Nano Technology (ISMNT-6) 国際 150 九州大学医学部百年講堂 九州大学工学研究院 secretary

＠ismnt-6.org

4月10日 4月12日 第12回国際交感神経外科シンポジウム 国際 50 ヒルトン福岡シーホーク
第12回国際交感神経外科
シンポジウム運営事務局
㈱JTBビジネスサポート九州　ICS営業部内

092-751-3244

4月20日 4月22日 第61回日本リウマチ学会総会・学術集会 全国 6,000 福岡国際会議場、福岡国際
センター、福岡サンパレス

JCR2017サポート準備室
日本コンベンションサービス株式会社内 03-3508-1214

1月30日 1月31日 スマートコミュニティ+IoT World九州、
セキュリティデイズ福岡 全国 2,000 福岡国際会議場 株式会社ナノオプト・メディア 03-6431-7800

1月31日 2月1日 FiSH (Fukuoka International Startup Hub) 国際 2,000 福岡国際会議場 株式会社ナノオプト・メディア 03-6431-7800

2月6日 2月7日 ビューティーワールド ジャパン 福岡 九州 5,000 福岡国際センター メサゴ・メッセフランクフルト株式会社 03-3262-8456

2月15日 2月16日 第13回九州インポートオーディオフェア 九州 600 福岡市民会館
九州インポートオーディオフェア
実行委員会 
福岡市民会館内

092-761-6567

2月17日 2月18日 第22回手づくりフェアin九州 全国 30,000 マリンメッセ福岡 九州手づくりフェア
実行委員会　事務局 092-436-8007

3月11日 3月11日 アラカンフェスタ 福岡 7,000 福岡国際会議場 アラカンフェスタ
実行委員会事務局（イデアパートナーズ内） 092-401-3456

3月16日 3月20日 全国陶磁器フェアin福岡2017 全国 50,000 マリンメッセ福岡 全国陶磁器フェアIN福岡
実行委員会 092-711-7605

3月18日 3月18日 福岡アジアコレクション2017 春夏 国際 7,000 福岡国際センター 福岡アジアファッション
拠点推進会議事務局 092-441-1119

2月4日 2月5日 第37回九州カップ水泳競技大会 九州 1,300 総合西市民プール 福岡県水泳連盟 092-623-5367

2月12日 2月12日 第20回ﾍﾞｽﾄﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ水泳競技大会 福岡 700 総合西市民プール 福岡県水泳連盟 092-623-5367

2月18日 2月19日 第25回全国障がい者ボウリング大会 全国 700 博多スターレーン 福岡市障がい者スポーツ協会 092-781-0561

2月25日 2月25日
第100回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
兼 第42回IAAF世界クロスカントリー選手権
日本代表選手選考競技会

全国 4,000 海の中道海浜公園
特設コース 福岡クロカン運営本部事務局 092-738-2180

学術
大会

スポーツ

展示会
見本市

開始 終了 大会・会議の名称 開催会場 事務局・問合せ先 ☎参加者
地　区

参加者
総　数

注目の会議や学会からPick Upコ ン ベ ン ション ニュー ス

※内容が変更になる場合があります

コンベンションカレンダー 29年1月 ▼4月

平成29年3月22日(水)～24日（金）日 程 ヒルトン福岡シーホーク場 所

　この度、平成 29 年 3 月22日（水）、23 日（木）、24 日（金）にヒルト
ン福岡シーホークにて、BIT's 10th Anniversary of Protein & Peptide 
Conference,PepCon-2017 と、BIT's 5th Annual Conference of 
AnalytiX 2017 を開催致します。
　福岡大会で 10 周年を迎える BIT's 10th Anniversary of Protein & 
Peptide Conference, PepCon-2017 は蛋白質研究における技術革新
を目的とした会議、BIT's 5th Annual Conference of AnalytiX 2017
は分析科学における最先端動向についての討論と情報交流を目的とし
た会議です。
　両大会とも海外の研究者たちによる特別講演、招待講演がプログラ

BIT's 10th Anniversary of Protein & Peptide Conference, PepCon-2017
BIT's 5th Annual Conference of AnalytiX 2017

BIT's 10th Anniversary of Protein & Peptide Conference, PepCon-2017 
BIT's 5th Annual Conference of AnalytiX 2017
梅　暁丹 Xiaodan Mei, Ph.D.
世界高科技協会主席 (Executive Chair)

ムに多数含まれています。福岡大会が分析科学と蛋白質研究に関する
国際的な理解を更に深め、発展させる契機となり、また国際交流として
も絶好の場となることを願っております。

　ＱＣサークル本部では、企業・組織におけるＱＣサークル活動（小
集団改善活動）によって得られた改善成果を発表する場として、全
国各地でＱＣサークル大会を開催しております。
　この度、２月１６日（木）１７日（金）の両日、福岡国際会議場
におきましてＱＣサークル九州支部をはじめ全国ＱＣサークル各支
部の後援により標記大会を開催いたします。
　本大会は全国の企業・組織から約１００件の体験事例発表をはじ

平成29年２月１６日（木）～１７日（金）日 程 福岡国際会議場場 所

第５８９０回QCサークル全国大会（小集団改善活動）－福岡－

め支部推薦 優秀改善事例招待発表、特別講演等でプログラムを編
成しております。ＱＣサークル活動（小集団改善活動）は現場や職
場の活性化の源です。自社・組織の品質向上・コストダウン・工数
低減やサークルの成長・活動運営の事例から職場活性化のヒントを
得る絶好の機会です。
　皆様からのご参加を心よりお待ちしております。

　福岡市西区九州大学伊都キャンパスにて日本天文学会 2017 年春
季年会を開催いたします。この会議には、日本各地で天文学の研究
を行っている研究者が一同に集まります。研究の分野は多岐にわた
り、「星・惑星形成」、「超新星爆発」、「太陽系」、「太陽」、「恒星」、「星間
現象」、「銀河」、「活動銀河核」、「銀河団」、「宇宙論」、「観測機器」、「コ
ンパクト天体」、「銀河形成」、「天文教育」などの分野ごとに分かれて最
新の研究成果が発表されます。高校生以下の学生による研究発表も
あり、参加者は 1日千人に達します。
　また、3 月 19 日（日）13 時から16 時 30 分まで、「日本天文学会
2017 年春季年会」の関連イベントとして、福岡市中央区天神のエル

日本天文学会2017年春季年会

日本天文学会
日本天文学会理事（年会開催地担当）町田　正博
九州大学理学研究院准教授

ガーラホールにて「アニメ・SF・天文学」というテーマで公開講演会を
開催いたします。この公開講演会は無料で、事前申込み不要ですの
で興味がありましたら是非ご参加下さい ( ただし、参加者多数の場合

は先着順とさせていただきます )。

平成29年3月15日(水)～18日(土)日 程 九州大学 伊都キャンパス場 所
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会 費　年間1口 2万円から

年会費：１口２万円
賛助会員サービス：
・コンベンション主催者・参加者への優先的紹介
・当財団機関誌「オーシャンズ・フクオカ」の送付
・「コンベンションスケジュール」提供
・賛助会員交流会ご招待　・各種パンフレットへの優先的掲載・提供
・当財団事業への参加のチャンス
・当財団主催の講演会・セミナーのご案内

皆様のご入会をお待ちしております

問合せ先：☎092（733）5050（担当：南里）新賛助会員様紹介
新たにご入会いただきました。（順不同・敬称略）
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　当 財 団 は、福 岡・九 州 へ の 観 光 客・
MICE の誘致・受入などを通じて、地域経
済の活性化、人的交流の促進に貢献する
ことを目的に活動しています。
　当財団の事業目的に賛同していただ
き、活動を支援してくださる賛助会員を
募集しています。

賛助会員募集中！

JAPAN　HOPE(株)
〒812-0008　福岡市博多区東光2-5-14 第５平野ビル4F
☎092-292-3232

（株）トップ・スタッフ九州支店
〒810-0002　福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル12F
☎092-714-1018

（株）JRT瀛遊国際
〒812-0023　福岡市博多区奈良屋町1-1 ヤシマ博多ビル8F
☎092-409-2568

真弓ダンススタジオ
〒810-0004　福岡市中央区渡辺通5-24-2
☎092-761-8567

（株）ぐるなび
〒100-0006　東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル6F
☎03-3500-9600

カシオ計算機(株)九州営業部
〒812-0007　福岡市博多区東比恵2-16-23 カシオ福岡ビル6F
☎080-5418-1242

日清食品（株）九州支店
〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-21-28 博多駅前スクエア8F
☎092-414-5711

（株）ASJ
〒818-0066　筑紫野市永岡948-1
☎092-918-4455

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年、福岡市の人口は政令市で第5位となり155万人
を突破いたしました。イギリスの情報誌モノクルの「世界
で最も住みやすい都市」ランキングでは過去最高の7位
に選ばれたほか、福岡市出身者の大隈良典教授のノー
ベル賞受賞や博多祇園山笠のユネスコ無形文化遺産登
録など、様々な分野で話題となった一年でありました。
　観光・MICEにおきましては、福岡空港・博多港からの

外国人入国者数が過去最高を更新し、クルーズ船寄港回数が過去最高なら
びに2年連続で国内第1位、国際会議開催件数（2015年）は7年連続で東京に
次いで国内第2位となりました。また6月には、福岡市での過去最大級の国際
コンベンションとなる「第99回ライオンズクラブ国際大会」、11月にはアジア
初となる世界最大のヨットレース「ルイ・ヴィトン・アメリカズカップ・ワールドシ
リーズ」が開催されるなど、海外から注目を集めた一年でもありました。
　さて本年は、「JDDW2017（第25回日本消化器関連学会）」をはじめとした
大型学術会議・展示会の開催や、クルーズ船のさらなる寄港回数増、訪日意
欲の高い東アジア・東南アジアを中心とした継続的なインバウンド増が見込
まれるなど、引き続き国内外から多くの皆様をお迎えする予定です。さらに
は、今後、福岡市では2019年にはラグビーワールドカップ日本大会、2020東
京オリンピック・パラリンピックの翌年の2021年には世界水泳選手権と、大型
の国際スポーツMICEが予定されており、国際的な観光・MICE都市としての
福岡市の役割はますます大きくなることと思います。
　本年も、市内各エリアの観光資源を磨きつつ、観光・MICEの受入環境のさ
らなる充実に向けた取り組みを推進し、観光消費の拡大を通じた地域経済の
活性化に努めてまいります。引き続き皆様のご支援とご協力をよろしくお願
いいたします。
　本年が皆様にとって良き年でありますよう心よりお祈り申し上げます。

　新年明けましておめでとうございます。皆様におか
れましては良き新年をお迎えのことと謹んでお慶び申
し上げます。
　昨年は4月に発生いたしました「平成28年熊本地震」
により、大きな被害が生じました。被災された皆様にお
見舞い申し上げますと共に引き続き皆様と一緒に支
援してまいりたいと思います。
　6月には「第99回ライオンズクラブ国際大会」が福岡

で開催され、各企業の皆様のご協力のもと、成功裏に終える事が出来ました。
ご協力いただいた皆様に心より厚く御礼申し上げます。
　当財団では、コンベンション誘致の専門組織である「ミーティング・プレイス・
フクオカ（MPF）」が設置から3年目を迎え、着実に成果を上げております。
　その成果として、本年6月には、世界各国から約150名のICCA会員及び
国際会議を主催する学会・協会の役員方が参加する「ICCA AMP2017」の
福岡開催が決定いたしました。この大会を機にMICE都市としての福岡をさ
らに世界へアピールして、国際会議等の誘致をさらに促進したいと思います。
　2015年の国際会議の開催件数も、福岡市は7年連続で東京に次ぐ全国2
位となっております。これらも市民の皆様や地元企業のお力添えの賜物であ
り、感謝しております。
　また、訪日外国人数につきましても、当初政府が掲げていた2020年まで
に年間2千万人という目標を昨年10月に達成し、新たに2020年までに年間4
千万人という目標が掲げられております。熊本地震の影響もありましたが、博
多港がクルーズ船寄港回数で2年連続全国1位となりました。当財団といた
しましても、博多港クルーズセンターの運営強化など観光・MICEの受入体制
の充実に力を入れていく所存でございますので、今後とも、ご支援とご協力
を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　本年が皆様方にとって実り多き年になりますよう心よりお祈り申し上げます。

福岡観光コンベンションビューロー

会長　礒山　誠二
福岡市長

髙島　宗一郎

※「ICCA」とは、アムステルダムに本部を置き、国際会議の開催状況を収集・発信している国際機関。世界約90カ国の約1,000団体が加盟。
※「ICCA AMP2017」とは、国際会議協会の国際会議の誘致条件を話し合う商談会。

年 頭 の ご 挨 拶

第2回サイトビジットツアー（産業施設見学会）実施します！

月頃に第 2 回を実施する運びとなりま
した。
　「サイトビジットツアー」の実施内容は
決定しだい、当財団の HP に掲載いたし
ます。是非、この機会にご参加ください。

　近年、高速道路や九州新幹線開通など、
九州全域への交通網の整備により、活発
な人流、物流が形成され、多様な産業が福
岡市周辺に集積しています。
　このような恵まれた環境にある利点を
最大限に活かし、これまで以上にＭＩＣ
Ｅ開催地として選んで頂ける都市になる

ため、福岡市内及び近郊で活躍されてい
る地場先進企業、施設を訪問する「サイト
ビジットツアー（産業施設見学会）」を今
年 3 月に実施したところ、参加頂いた
方々から、是非今後も継続してほしいと
いうご意見を頂戴しました。
　そこで当財団主催で 2017 年 2 ～ 3

サイトビジットツアー（平成28年3月実施）

冬
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