コ ン ベ ン ション ニ ュ ー ス

コ

注 目 の 会 議や 学 会 からP i c k U p

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

日程

平成２９年1月30日、
31日

場所

福岡国際会議場

FiSH（Fukuoka International Startup Hub）

日程

平成２９年1月31日、2月1日 場 所

福岡国際会議場

ナノオプト・メディアは、アジア最大級のインターネット分野の

Interop Tokyoをはじめ、年間を通してテクノロジー分野における展示
会やセミナーを企画・運営している企業です。この度、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の2イベントを2017
年1月30日、31日に開催します。また、FiSH (Fukuoka International
Startup Hub)と題したイベントを、1月31日、2月1日に福岡国際会議場
にて開催します。米国、欧州、東南アジアでは、グローバル市場を意識
した大規模なスタートアップイベントが存在しますが、現状では国内に
は存在していません。この度、創業分野における国家戦略特区でもあ

り、アジア地域へのハブでもある福岡市にて本イベントを立ち上げ、国
際社会に対して日本のスタートアップイベントはここにあり！と言える
催しを目指して行ければと思います。

イベントプロデューサー

大嶋

康彰

株式会社ナノオプト・メディア 取締役 COO

第57回日本肺癌学会学術集会
日程

（月）
～21日
（水）
平成２8 年12月19日

場所

福岡国際会議場、
福岡サンパレス、
福岡国際センター

このたび、第57回日本肺癌学会学術集会を、2016年12月19日
（月）
～21
日
（水）
の3日間、福岡国際会議場、福岡サンパレス、福岡国際センターにて開
催いたします。
本学術集会のテーマは、
「Innovation for the Next Stage ～肺癌にかか
わるすべての人のために～」
としました。肺癌に関わる人々―医師・研究者に
加え、チーム医療の大きな原動力となってくれる薬剤師、看護師、臨床心理
士、
同時に、
新しい薬や医療機器、診断技術を提供する企業の方々、そして、行
政、マスコミ。もちろん誰よりも患者さんとご家族。立場こそ違え、肺がんと
戦うという意味では方向は同じです。全ての肺癌と関わる人たちが垣根を越
えて一丸となって肺がんに対峙する、そんな学会を目指しています。

学術プログラムでは海外から著名な研究者をお招きした上で、今最も注目
される免疫療法に関するシンポジウム等を開催します。国内外から約4,000
名の参加を予定していますが、
「あなたにとって最適の肺がん治療とは」
と題
し、3日間通して患者・家族向けプログラムもご用意しております。多くの皆様
のご参加を心よりお待ち申し上げています。
第57回日本肺癌学会学術集会
会長

中西

洋一

九州大学大学院 附属胸部疾患研究施設 教授

ルイ・ヴィトン・アメリカズカップ・ワールドシリーズ福岡大会開催
日程

（土）
～２０日
（日）
平成２8 年１１月１９日

場所

福岡市中央区地行浜沖
（福岡ヤフオク！
ドーム横）

「海のＦ１」
とも呼ばれる国際ヨットレース
「アメリカズカップ」
の予選大会で
ある
「ルイ・ヴィトン・アメリカズカップ・ワールドシリーズ」
が、
アジアで初めて
福岡市で開催されます。
アメリカズカップとは、
１８５１年から続く世界最高峰の国際ヨットレースで、
来年６月に北大西洋のバミューダ諸島
（英領）
で開催される決勝大会では前
回優勝チームの
「オラクル・チーム・ＵＳＡ」
との一騎打ちが行われます。
現在は、決勝大会への出場を目指し、世界各国で２年にわたる予選大会が
開催されており、その中に
「ソフトバンク・チーム・ジャパン」
が日本チームとし
て１５年ぶりに参戦し、第９戦となる福岡市でも熱い戦いが繰り広げられます。
レースは、
２日間とも３レースが行われる予定で、
観戦には福岡ヤフオク！

ドーム横の地行浜の海岸線に特設会場を用意しています。皆様のご来場を心
よりお待ち申し上げております。

©Matt Knighton/SoftBank Team Japan

第23回ディスプレイ国際ワークショップ／アジアディスプレイ2016（IDW/AD'16）
日程

（水）
～9日
（金）
平成２8 年12月7日

場所

福岡国際会議場

世界の最新ディスプレイ技術が集まる国際会議、第23回ディスプレイ国
際ワークショップ／アジアディスプレイ2016
（IDW/AD ’
16）が12月7日(水)
～9日(金)までの3日間、福岡国際会議場にて開催されます。本会議は日本
国内から約800人、海外20カ国以上から約400人の参加者と、約500件の
論文を集め開催いたします。本年度は、アジア地域において毎年持回りで
開催している国際会議「アジアディスプレイ」の名も掲げ、アジア地域の研
究者の交流に重点を置いた開催となります。

基調講演は、ディスプレイ産業の成長が著しい中国のディスプレイパネル
メーカーBOE Tech. GroupのChung-Chun Lee氏、ＡＲの分野で国内の大
学の研究者として業績を残す奈良先端科学技術大学のChristian Sandor准

04 ¦ Ocean’
s Fukuoka

展
見

教授、有機ＥＬの基礎を築いた香港科技大学のChing W. Tang教授による講
演を予定しております。また、発表者による発表内容に関する大規模な展示、
イノベーティブデモンストレーションセッション（I-Demo）も行います。
皆様の会議へのご参加を心よりお待ちしております。会議への参加申し
込みは、以下のサイトから行うことが出来ます。

http://www.idw.or.jp/
ディスプレイ国際ワークショップ
組織委員長

木村

龍谷大学 理工学部 教授

睦

ス

※

コ ン ベ ン ション カ レ ン ダ ー
開始
10月1日
10月8日

終了

大会・会議の名称

10月2日 日本教育方法学会第52回大会

全国

10月9日 第89回日本社会学会大会

全国

10月9日 10月12日 国際公務労連アジア太平洋地域総会および事前会議

▼

事務局・問合せ先

☎

広島大学大学院教育学研究科
九州大学（箱崎キャンパス）教育方法学研究室気付
日本教育方法学会事務局

1,000 九州大学伊都キャンパス
（センター2号館）
250 アクロス福岡

082-424-6744

第89回日本社会学会大会
事務局
国際公務労連（PSI）
東京事務所

092-802-5612
03-3234-3270

2,000 福岡国際会議場

10月21日 10月23日 第23回日本歯科医学会総会

国際

15,000 福岡国際会議場
福岡サンパレス

03-3262-9214
（日本歯科医学会）

10月27日 10月29日 カテーテルアブレーション関連秋季大会2016

全国

2000 福岡国際会議場

日本歯科医師会、
日本歯科医学会
一般社団法人
日本不整脈心電学会事務局
第5回日本下肢救済･足病学会 九州
･沖縄地方会 学術集会大会事務局 (株)日本ジ－ニス内

092-406-2457

九州大学ARO次世代医療センター
橋渡研究推進部門 WAT-NeW担当

092-642-4802

福岡工業大学
事務局

092-606-3131

10月31日 10月31日 第4回TR推進合同フォーラム
11月4日

九州
全国

48th ISCIE International Symposium on
11月5日 The
Stochastic Systems Theory and Its Applications

国際

ANAクラウンプラザホテル福岡・
500 JR九州ホール
馬出 医学部
300 九州大学
百年講堂
70 福岡工業大学

SSS'16

11月5日

11月6日 第23回日本未病システム学会学術総会

全国

11月5日

11月6日 一般社団法人茶道裏千家淡交会 第58回九州地区大会

九州

11月7日

11月8日 第1回国際プラズマローゲンシンポジウム

国際

11月9日

11月9日 第32回福岡県交通安全県民大会

福岡

・ 第23回日本未病システム学会学術総会
400 九州大学医学部百年講堂
運営事務局 株式会社コングレ九州支社内
同窓会館
一般社団法人茶道裏千家淡交会
3,000 福岡国際会議場・
サンパレスホテル
第58回九州地区大会事務局
100 九州大学医学部
アンプロデュース株式会社
百年講堂
一般財団法人
1,000 福岡国際会議場
福岡県交通安全協会

平成28年度第46回九州ブロック社会教育研究大会
11月10日 11月11日（福岡大会）
14th Young-Honam and Kyushu Neurosurgical
11月11日 11月12日 The
Joint Meeting in Kyushu（日韓脳神経外科会合）
7th Asia-Paciﬁc Innovation
11月18日 11月20日 The
Conference (APIC2016)

九州

1,000 福岡国際会議場

国際

120

11月19日 11月20日 日本歴史言語学会2016年大会

全国

150

11月21日 11月22日 日本バイオマテリアル学会 シンポジウム 2016

全国

1,000

11月19日 11月20日 九州大学サイエンスワールド2016

九州

1,000

11月27日 11月27日 第4回日本理学療法教育学会

全国

150

学術集会

・第105回日本獣医循
12月2日 12月3日 第93回日本獣医麻酔外科学会
環器学会 2016年秋季合同学会
第23回ディスプレイ国際ワークショップ/
12月7日 12月9日 アジアディスプレイ2016
12月13日 12月16日 第11回国際高分子会議
The 11th SPSJ International Polymer Conference (IPC2016)
12月18日 12月18日 福岡歯科大学学会総会・学術大会
12月19日 12月21日 第57回日本肺癌学会学術集会
1月22日

1月22日 第154回福岡産科婦人科学会

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

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

10月4日

10月6日 Food EXPO Kyushu

国際

全国

120 九州大学

百年講堂

500 福岡国際会議場

国際

1,200 福岡国際会議場

国際

1,000 福岡国際会議場

福岡
全国
福岡
全国
九州
国際

500 福岡歯科大学
3,512 福岡国際会議場、
福岡ｻﾝﾊﾟﾚｽ、福岡国際ｾﾝﾀｰ

092-716-7116

03-5283-5591

092-716-7116
092-651-3520
092-401-5755
(092)641-8880

福岡県社会教育委員連絡協議会

092-643-3887

The 14th Young-Honam and Kyushu
Neurosurgical Joint Meeting in Kyushu
運営事務局 株式会社コンベンションリンケージ内

092-437-4188

アクロス福岡国際会議場 九州大学科学技術イノベーション
政策教育研究センター
国立大学法人 千葉大学
九州大学 西新プラザ
文学部 田口善久研究室
日本バイオマテリアルシンポジウム
福岡国際会議場
2016運営事務局
九州大学工学部
九州大学大学院工学研究院
（伊都キャンパス）
機械工学部門
学校法人高木学園
公益社団法人 日本理学療
福岡国際医療福祉学院ももち国際ホール 法士協会
第93回日本獣医麻酔外科学会・
第105回日本獣医循環器学会
2016年秋季合同学会事務局

092-802-6650
info@jp-histling.
com
03-3947-8761
sw2016@mech.
kyushu-u.ac.jp
03-6804-1626
03-5970-3990

IDW 事務局
（㈱バイリンガル・グループ内）
公益社団法人 高分子学会
IPC2016 事務局
福岡歯科大学学会事務局
第57回日本肺癌学会学術集会
運営事務局
株式会社コングレ九州支社内

03-3263-1345
03-5540-3770
（092）801-0411（代表）
内線654
092-716-7116

250 九州大学医学部百年講堂

福岡産科婦人科学会

092-431-4845

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

500 アクロス福岡
5,000 福岡国際センター

10月7日 10月10日 九州うまいもの大食堂

九州

10月26日 10月28日 モノづくりフェア2016

九州

10,000 マリンメッセ福岡

11月15日 11月17日 [九州]外食ビジネスウィーク 2016

九州

20,000 マリンメッセ福岡

11月19日 11月20日 福岡キャンピングカー＆アウトドアショー2016

九州

28,000 マリンメッセ福岡

11月26日 11月27日 ふくおかフラワーフェア

福岡

10,000 ソラリアプラザ
（ゼファ）

11月17日 11月18日 第12回九州ホスピタルショウ2016
併設「ふくおか福祉機器展」

九州

3,000 福岡国際会議場

140,000 天神中央公園

第30回日本消化器内視鏡学会
九州セミナー運営事務局
（株）JTBビジネスサポート九州 ICS営業部内

Food EXPO Kyushu
実行委員会
Food EXPO Kyushu
実行委員会
株式会社 日刊工業新聞社
西部支社
[九州]外食ビジネスウィーク
実行委員会
福岡キャンピングカー&
アウトドアショー事務局
花あふれるふくおか推進
協議会
九州ホスピタルショウ・
ふくおか福祉機器展事務局（日本経営協会）

092-751-3244
092-441-1119
092-441-1119
092-271-5715
03-6869-6353
082-298-1740
092-643-3574
092-431-3365

12月9日 12月11日 第33回読売書法展 九州展

九州

3,000 福岡国際センター

読売書法会西部事務局

092-715-6091

World九州、
1月30日 1月31日 スマートコミュニティ+IoT
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

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

公益財団法人
日本テニス協会

03-3481-2321

福岡マラソン実行委員会

092-711-4422

2月1日 FiSH (Fukuoka International Startup Hub)

10月1日 10月10日 全日本ベテランテニス選手権大会
(60歳以上～85歳以上)
11月13日 11月13日 福岡マラソン２０１６

スポーツ

350

開催会場

全国

・足病学会 九州・沖縄地
10月28日 10月30日 第5回日本下肢救済
方会 学術集会

展示会
見本市

国際

参加者
総 数

第31回日本整形外科学会基礎学術集会
運営事務局 株式会社 コングレ九州支社内

10月13日 10月14日 第31回日本整形外科学会基礎学術集会

学術
大会

参加者
地 区

10月 1月

全国
全国

700 博多の森
13,000 福岡市，糸島市

ルイ・ヴィトン・アメリカズカップ・
11月19日 11月20日 ワールドシリーズ福岡大会

国際

7,000 福岡市中央区地行浜

11月27日 11月27日 2016福岡県民さわやかマラソン大会

福岡

2,000 海の中道海浜公園

福岡市市民局
スポーツ推進部
福岡県民さわやかマラソン大会
実行委員会事務局

092-711-4938
092-643-6001

12月4日

12月4日 九州チアリーディングフェスティバル2016

九州

800 福岡市民体育館

福岡県チアリーディング協会

092-292-6872

12月4日

12月4日 第70回福岡国際マラソン選手権大会

国際

500 平和台陸上競技場

福岡国際マラソン事務局

092-411-1137

※内容が変更になる場合があります 賛助会員の方は、上記記載以外、及び2月以降のスケジュールも、当財団HPで閲覧可能です
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