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友泉亭公園
友泉亭公園は福岡市城南区にある，旧福岡藩黒
田家の別邸跡を整備した公園である。園内に当
時の建物は残っていないが，礎石や灯篭，シイ，
マキ，キンモクセイ，ツバキなどの古木，大木が
残る。
（提供：福岡市）
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平成２９年度賛助会員交流会を開催します

日程

平成２９年１１月２８日
（火）

場所

ソラリア西鉄ホテル

当財団賛助会員交流会を、今年 11 月

1 日から福岡市交通局庁舎 4 階（福岡市

存でございます。参加申し込みにつきま

28 日（火）
にソラリア西鉄ホテルにて開

中央区大名 2 丁目 5 番 31 号）
へ事務所

しては、
同封の申込用紙に御記入の上、当

催致します。交流会では、Airbnb によ

移転し、また今年度は設立 30 周年の節

財団までＦＡＸにて御提出ください。皆

る基調講演や、会員様同士の懇親会等を

目ということもあり、皆様にご満足頂け

様の御参加を心よりお待ちしておりま

予定しております。当財団は今年 9 月

る交流会になりますよう、努めて参る所

す。

02 ¦ Ocean’
s Fukuoka

海外 MICE 見本市にて「福岡市ＭＩＣＥセミナー」を開催

当財団では海外で開催される主な

には、市内レストランで地元旅行会社や

ス
（事務局は日本政府観光局）
に、初出展

MICE 見本市に出展し、
「福岡市ＭＩＣＥ

メディア関係者を対象に「福岡市 MICE

します。会期中、会場内で同時開催され

セミナー」
を開催することにより、海外

セミナー」
を開催、8 月 24 日は市内ホテ

るセミナープログラム
「Destination

MICE バイヤーに MICE 都市福岡の魅力

ルで日本政府観光局
（JNTO）
主催のイン

Showcase」
に て、
「福 岡 市 MICE セ ミ

を紹介しております。

センティブ商談会に参加しました。一連

ナー」を実施。MICE 先進地域であるシ

の商談を通じて、
福岡・九州への旅行需要

ンガポールには、国際協会やグローバル

の高まりを実感しました。

企業のアジア太平洋本部が数多く集積し

まず、8 月 23 ～ 24 日に北京市内で開
催 さ れ た 中 国 有 数 の MICE 見 本 市
「CIBTM2017」
に 2 年ぶりに出展し、
中国

ま た、10 月 25 日～ 27 日には、世界

ており、ITB 出展を通じて国際コンベン

の大手旅行会社や企業のインセンティブ

110 か国から約 850 の出展社、約 900

ションや法人旅行の誘致に取り組んで参

ツアー
（報奨旅行）
企画担当者を中心に、

のバイヤーが参加するアジア最大規模の

ります。

活発な商談を実施しました。8 月 22 日

MICE 見本市
「ITB Asia2017」
の日本ブー

M I C E 参 加 者 向 け 土 産 品 販 売 に 取 り 組 み ま す！
当財団では、賛助会員様と共に大型コ
ンベンションや国際会議会場におけるお
土産品等の販売に取り組みます。きっか
けは本年 6 月に開催された
『ICCA AMP
2017』。会場に籠っている参加者にぜ
ひ福岡の名品やお菓子等の土産を販売し
てほしいという ICCA 本部のリクエス
トでした。賛助会員様にご協力頂きトラ
イアル販売を行った結果、外国人にも分
かりやすい商品の表示方法や購買傾向な
ど多くを学びました。この経験を活かし、
賛助会員様商品の販売機会提供に努めて
参ります。
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コ ン ベ ン ション ニ ュ ー ス

注 目 の 会 議や 学 会 からP i c k U p

第7 2回日本大腸肛門病学会学術集 会
日程

平成29年11月10日
（金）
～11日
（土） 場 所

福岡国際会議場

このたび、日本大腸肛門病学会では、第72回学術集会を福岡市

きる場として会員のみならず関係各位にご好評いただいております。

にあります国際会議場を会場として、2017年11月10・11日の２

今回の学術集会では、「大腸肛門病学会専門医像と３領域の調

日間にて開催させていただく運びとなりました。同年には福岡市

和」をテーマに、変化しつつある専門医制度とも関連を持ち、3領

でＪＤＤＷも開催されることもあり、より深く福岡の地に親しん

域（内科医、外科医、肛門科医）が連携を深めるテーマを持ち寄

でいただけることを願い、医局員一同鋭意準備を進めているとこ

り、互いを理解し、ひいては診療に切れ目がなくなる合理的な専

ろでございます。

門医像を作りあげることを目的とし、会員に

本学会は1968年7月の学会発足当初より、日本における大腸肛

よる活発な討論を期待しております。

門病学の進歩および普及に貢献し、医療に関する学術文化並びに
国民の福祉と医療の発展に寄与するとともに、会員である医師の

第72回日本大腸肛門病学会学術集会

研究・教育および診療の向上を図ることを目的とし、会員一丸と

会長

なって様々な取り組みを進めてまいりました。中でも毎回多くの

松井 敏幸

福岡大学筑紫病院臨床医学研究センター
（消化器内科）教授

皆様にご参加いただきます学術集会は、最新の研究情報を発信で

第5 8回 電 池討論会
日程

平成29年11月14日
（火）
～16日
（木） 場 所

福岡国際会議場・福岡サンパレス

電池討論会（https://conﬁt.atlas.jp/denchi58）は、現在の携

ンでは、現在進行中の我が国を代表する国家プロジェクト、元素

帯電話や電気自動車の電源として不可欠なリチウムイオン電池や

戦略やALCA、RISING2での次世代蓄電池の開発状況が5時間にわ

空気電池、燃料電池等、次世代蓄電池材技術に関する世界最大規

たり詳細に紹介されます。本合同セッションに関しては広く一般

模の学会で毎回500件以上の講演、2000名以上の参加者を集めて

公開され、市民の方々にも無料でご参加いただけます。産学官を

います。電気化学会電池技術委員会の主催により58回目となる今

巻き込んで激化する国際的蓄電池開発競争の

大会は11月14日（火）から３日間にわたり、福岡国際会議場と隣

中、蓄電立国日本のプレゼンスを直接ご確認

接の福岡サンパレスにて、国際セッションを含む都合9件のセッ

いただければ幸甚です。

ションが同時開催されます。通常セッションでの学術講演の聴講
には参加登録（有料、当日受付可）が必要ですが、大会２日目午

第58回電池討論会

後（13:00～18:00）、福岡国際会議場３階メインホールで開催さ

実行委員長

岡田 重人

九州大学先導物質化学研究所

れるナショナルプロジェクト(MEXT・JST・NEDO)合同セッショ

教授

20 17 年 紫 外材料およびデバイスに関する国 際ワークショップ
日程

平成29年11月14日
（火）
～18日
（土） 場 所

九州大学

医学部

百年講堂

青・白色LEDの発明で2014年ノーベル物理学賞を受賞された天
野浩・教授（名古屋大学）および科研費「新学術領域～特異構造
の結晶科学～」の領域代表である藤岡洋・教授（東京大学）が組
織委員長を務める『紫外光材料及び素子に関する国際会議』が
2017年（平成29年）11月14日(火)から18日(土)の期間に九州大
学 医学部 百年講堂に於いて開催されます。
紫外発光素子は、天野教授が青色LEDを発明後、20年近くにわ
たって研究を推進している対象素子であり、現在は世界中でその研
究開発が活発に行われています。本国際会議では、当該分野で世界
的に著名な研究者を集結し、医療やバイオテクノロジーなどへの応
用を目指した最先端な研究に関する議論が展開される予定です。
また、会議に先立ち小・中学生向けの理科教室「ひかりのかが
く（講師：荒木努・教授、立命館大学）」を開催する予定です。
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2017年紫外材料および
デバイスに関する
国際ワークショップ

2017年紫外材料および
デバイスに関する
国際ワークショップ

組織委員長

組織委員長

天野 浩

名古屋大学未来材料・
システム研究所 教授

藤岡 洋

東京大学生産技術研究所
教授

コ ン ベ ン ション カ レ ン ダ ー
開始
10月7日

終了

大会・会議の名称

10月8日 日本小児麻酔学会

全国

600

第25回日本消化器関連学会週間
10月12日 10月15日 JDDW 2017

全国

20,000

10月13日 10月14日 第79回日本消化器内視鏡技師学会

全国

10月16日 10月17日 The 3rd Symposium on Bacterial
NanoCellulose

国際

10月18日 10月20日 第62回日本聴覚医学会総会・学術講演会

▼

九州大学医学部百年講堂
・同窓会館

事務局・問合せ先
運営事務局
（㈱JTBビジネスサポート九州
ICS営業部内）

☎
092-751-3244
03-3573-1254

（公社）福岡医療団
千鳥橋病院内視鏡室

092-641-2761

200 九州大学医学部百年講堂

運営事務局
㈱コンベンションリンケージ

092-437-4188

全国

700 アクロス福岡

第62回日本聴覚医学会総会・
学術講演会 運営事務局
(株式会社コングレ九州支社 内)

092-716-7116

10月18日 10月20日 第4回国際セルロース学会
（ICC2017 Fukuoka）

国際

400 九州大学百年講堂

運営会社
㈱コンベンションリンケージ

092-437-4188

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会/
10月20日 10月22日 第44回日本胆道閉鎖症研究会

全国

300 九州大学百年講堂/
ヒルトン福岡シーホーク

九州大学大学院

092-642-5573

地球市民どんたく
実行委員会事務局

092-262-1724

The 7th Annual World Congress of Nano Science
and Technology-2017 (Nano S&T-2017)

県

福岡国際センター・福岡サンパレス・
福岡国際会議場・マリンメッセ福岡

1,500 アクロス福岡

5,000 天神中央公園

国際

600 ヒルトン福岡シーホーク

第10回JFPSフルードパワー
10月24日 10月27日 国際シンポジウム

国際

350 アクロス福岡・
福岡工業大学

10月26日 10月27日 第15回糖鎖科学コンソーシアム
シンポジウム

全国

250 九州大学医学部百年講堂

10月27日 10月29日 第34回日本障害者歯科学会総会
および学術大会

全国

10月31日 11月2日 第41回日本血液事業学会総会

全国

百奥泰国際会議(大連）
有限公司
（一社）
日本フルードパワーシステム学会

http://www.
bitcongress.com/
nano2017/
03-3433-8441

日本糖鎖科学
コンソーシアム(JCGG)

048-467-9613

2,500 福岡国際会議場

運営事務局
インターグループ九州支社

092-712-9530

1,000 福岡国際会議場

運営事務局
㈱日本旅行九州法人支店
Global MICEセンター

092-451-0606

11月2日

第10回日中並びに
11月4日 第8回国際熱測定シンポジウム（CATS-2017）

国際

200 福岡大学七隈キャンパス

福岡大学薬学部
薬品物理化学教室

092-871-6631
（内6622）

11月4日

11月5日 第35回日本大腸検査学会総会

全国

300 アクロス福岡

第35回
日本大腸検査学会、
総会

092-437-4188

11月4日

11月6日 第53回熱測定討論会

全国

200 福岡大学七隈キャンパス

福岡大学薬学部
薬品物理化学教室

092-871-6631
（内6022）

福岡大学筑紫病院
消化器内科

092-921-1011

名鉄観光サービス㈱
福岡支店

092-451-8811

九大先導物質化学研究所
岡田研

092-583-7790
092-583-7756

11月10日 11月11日 第72回日本大腸肛門病学会学術集会

全国

2,500 福岡国際会議場

11月11日 11月12日 日本乳幼児教育学会第27回大会

全国

400 西南学院大学

11月14日 11月16日 第58回電池討論会

国際

2,000 福岡国際会議場

11月14日 11月18日 2017紫外光材料および
デバイスに関する国際ワークショップ

国際

200 九州大学医学部百年講堂

九州大学
応用力学研究所

11月16日 11月17日 第35回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会

全国

500 電気ビル

運営事務局
㈱コンベンションリンケージ

092-437-4188

11月18日 11月19日 第56回日本臨床細胞学会秋期大会

全国

第56回日本臨床細胞学会
秋期大会運営事務局
㈱コングレ九州支社

092-716-7116

11月25日 11月25日 日本比較生理生化学会第39回全国大会

全国

11月30日 12月1日 第42回日本肝臓学会西部会
地球科学技術に関わる
11月30日 12月1日 国際シンポジウム2017

西日本

共創館

3,500 福岡国際会議場、
福岡サンパレス
250 福岡大学18号館2階、
中央図書館多目的ホール
1,800 ヒルトン福岡シーホーク

基川研

福岡大学理学部
地球圏科学科

ー

第42回日本肝臓学会西部会
運営事務局(株コングレ）

092-716-7116
092-802-3331

国際

250 九州大学伊都キャンパス
稲盛財団記念館

九州大学大学院工学研究院
地球資源システム工学部門

http://www.
bitcongress.com/
wcgg2017/
http://www.
bitcongress.com/
wcdd2017/

12月1日

12月3日 5th Annual World Congress of Geriatrics
and Gerontology

国際

150 ヒルトン福岡シーホーク

百奥泰国際会議
(大連）
有限公司

12月1日

2nd Annual World Congress of
12月3日 BIT's
Digestive Disease (WCDD-2017)

国際

150 ヒルトン福岡シーホーク

百奥泰国際会議
(大連）
有限公司

12月2日

12月3日 日本中性子科学会第17回年会

全国

300 福岡大学七隈キャンパス

福岡大学理学部化学科

12月2日

12月3日 第21回日本ワクチン学会学術集会

全国

1,100 福岡国際会議場

12月3日

12月3日 第50回九州人工透析研究会総会

九州

1,500 ヒルトン福岡シーホーク

12月7日

12月8日 第15回ITSシンポジウム2017

全国

400 九州大学伊都キャンパス
椎木講堂

特定非営利活動法人
ITS Japan

03-5777-1013

12月9日

12月9日 第17回福岡県看護学会

900 ナースプラザ福岡

福岡県看護協会
教育研修部教育研修課

092-631-1170

1月20日

1月21日 第11回日本性差医学・医療学会学術集会

全国

10月4日

Food EXPO Kyushu 2017
10月5日 （国内外食品商談会）

国際

10月18日 10月20日 モノづくりフェア2017
10月21日 10月22日 環境フェスティバルふくおか2017

スポーツ

開催会場

一般社団法人
日本消化器関連学会機構

10月24日 10月26日

展示会
見本市

参加者
総 数

第23回大会

10月22日 10月22日 「地球市民どんたく2017」

学術
大会

参加者
地 区

10月 1月

11月12日 11月12日 福岡マラソン2017

県

150 パピヨン24
5,000 福岡国際センター

西日本 15,000 マリンメッセ福岡

運営事務局
日本コンベンションサービス(株)
九州支社
第50回九州人工透析研究会総会
運営事務局
（株）
コングレ九州支社内

092-871-6631
（内6241）
092-712-6201
092-716-7116

運営事務局
（株）コングレ九州支社内

092-716-7116

Food EXPO Kyushu
実行委員会

092-441-1119

日刊工業新聞社
西部支社

092-271-5715

県

50,000 福岡市役所西側
ふれあい広場

環境フェスティバルふくおか
2017実行委員会

092-733-5381

国際

14,000 福岡市～糸島市

福岡マラソン実行委員会
事務局

092-711-4422

※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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台湾貿易センター（TAITRA）
と
MICE推進に関する実務的MOUを締結

日程

平成29年7月12日
（水）

場所

グ ランドハイアット福 岡

締結しました。
台湾貿易センターは世界中約 60 箇所
に事務所を構え、貿易面では世界各国の
機 関 と MOU を 締 結 し て い ま す が、
MICE に特化した内容の MOU 締結は
今回が初めてとなります。
また、台湾貿易センターは、MEET
TAIWAN という台湾政府の MICE 推進
計画を中心になって推進している団体で
もあります。
MOU 締結により、それぞれの都市で
開催される国際会議の相互紹介や、誘致
2017 年 7 月 12 日、グランハイアッ

開催され、その中の目玉事業として、台

案件のキーパーソンの紹介等を推進し、

ト福岡にて台湾経済部国際貿易局主催の

湾貿易センター（TAITRA）と当財団が

両者がより多くの MICE を開催できる

「台湾 MICE 産業説明会及び交流会」が

MICE 分野における実務的な MOU を

よう連携を進めていきます。

*MOU…Memorandum of Understanding（了解覚書）は法的拘束力を持たない組織間の基本合意書。

福 岡 観 光 プ ロ モ ー ション 協 議 会 と は？
紹介致しました。
また、
9 月 21 日～ 24 日には、
東京ビッグ
サイトで開催された世界最大級の旅の祭典
「ツーリズム EXPO ジャパン 2017」
へ福岡
県、
福岡県観光連盟、
当協議会の３団体で共
同出展して福岡への誘致活動を行いました。
観光展と同時開催の国内商談会、
JNTO 主
催の海外
（訪日）
商談会へも参加して、
海外
バイヤーに福岡の魅力を伝えて来ました。
海外への誘致事業としては、
9 月 8 日～
ます。今年は７月 11 日～ 13 日にかけ、

12 日に釜山国際観光展
（BITF）
に出展し、

内外に宣伝紹介するとともに、主要観光施

中学校を対象に四国
（高松・丸亀・坂出・徳

誘致宣伝活動を実施致しました。来年 1

設間と受入態勢の整備や共同プロモー

島）へ 13 名の誘致宣伝隊を派遣し、中学

月にはベトナム・ホーチミンで開催される

ション活動を行い、観光客の誘致並びに魅

校 37 校、教 育 委 員 会 5 箇 所、旅 行 社 9

JNTO 主催の海外商談会、
2 月にはタイの

力ある福岡（九州）観光の創出を目的とし

社の計 51 ヶ所へ修学旅行誘致活動を行

首都バンコクで開催されるタイ国際観光博

て平成 8 年に設立されました。現在の所

ないました。昨年４月の熊本地震以来、九

覧会
（TITF）
へ出展をいたします。

属会員数は 22 団体で、当財団が事務局

州への修学旅行キャンセルが続いた四国

当協議会は、今後も観光客の皆様がア

を務めています。

地区から、再び九州地区へ来て頂けるよう

ジアの玄関口である福岡へさらに来てい

国内では、全国からの修学旅行と一般

に学校を訪問し、直接、校長先生をはじめ

ただけるように、会員の皆様と共同プロ

客を対象とした誘客宣伝活動を行ってい

諸先生方へ新しい体験・学習の新素材を

モーションを行なって参ります。

当協議会は、福岡市及び九州地域を国
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2 0 1 7 博 多 情 緒 め ぐり

博多部を中心に寺社や名所、旧跡など

日程

第１期：平成２９年１０月１２日（木）～平成２９年１０月１６日（月）
第２期：平成２９年１０月２６日（木）～平成２９年１０月３０日（月）

コースで開催されます。

きたまちのあちこちに隠れる歴史の面影

をめぐるまち歩きイベントとして、博多

古くより商人の町「博多」と、武士の

を探しながら歩いてみませんか。秋の風

の秋を彩る「博多情緒めぐり」。これま

町「福岡」からなる“双子都市”とも呼

情の中、ガイドによる案内で語り継がれ

でに延べ 1 万 5 千人が参加し、12 年目

ばれる福岡市。博多湾に代表される美し

てきた魅力的なエピソードを聞きながら

を迎えました。今年も、10 月 12 日（木）

い自然と、長い歴史の中で育まれた文化

のタイムスリップ。ゆったりした時間で

～ 16 日（月）、26 日（木）～ 30 日（月）

が息づく都市として発展し続けていま

新旧の移ろいを感じる「2017 博多情緒

の二期に分けて

す。それぞれ異なる歴史と文化を育んで

めぐり」をお楽しみ下さい。

田神社を出発する全 6

福岡女学院大学からインターン生が来ました

日程

平成29年8月21日（月）～25日（金）

平成 29 年 8 月 21 日～ 25 日にかけ

れていき、最後は自分達から積極的に行

いと思っている学生の方々に、福岡での

て、福岡女学院大学からインターン生 2

動していました。お二人とも、ひとつひ

「観光」
の現場について知って頂ければと

名を受け入れました。インターン活動で

とつの体験から何か学ぼうと真剣に取り

思います。当財団はこれからも各大学と

は、クルーズセンターでのインフォメー

組んでいました。

協力して、福岡の観光発展に寄与できる

ションや、観光案内所での窓口体験など

当財団では、毎年各大学などからイン

よう努めて参りますので、皆様のご支援

を行って頂きました。始めは緊張してい

ターンを受け入れております。当財団で

ご協力を、引き続きよろしくお願い致し

ましたが、体験を繰り返す中で環境に慣

の活動を通して、観光関係の仕事をした

ます。

Ocean’
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博多券番の
芸妓衆と
お座敷体験
博多の伝統芸能の担い手、博多芸妓を
身近に感じられるお座敷体験です。
黒紋付に博多献上帯姿の艶やかな芸妓衆の舞は必見！
木造数寄屋造りの老舗料亭「三光園」
で
味わうお料理に舌鼓を打ちながら、
「オーシャンズ・フクオカ」

伝統芸能の魅力を堪能してみませんか？

◆平成29年

10 月7日・ 11 月4日

◆料 亭

三 光 園（ 二 階 大 広 間 ）

福岡市中央区清川1丁目１－１８
西鉄バス
「柳橋」
バス停より徒歩約2分

◆１５，
０００円

8
1
0
0
0
0
1

飲食代込※飲み放題ではございません

◆ 各日９０名（ 要 予 約 ）

【お申込みについて】
１.FAX またはメールにてお申込みください。
( 受付後、福岡観光コンベンションビューローよりお申込いただき
ました連絡先へご連絡いたします。)
・ＦＡＸ : 092-733-5055( 非通知は受信不可の為、発信番号通知
で送信してください。)
・メール : event-fcvb@welcome-fukuoka.or.jp
２. 申込受付後、参加通知書を送付いたします。
参加通知に記載の振込先へ、期日までに入金をお願いいたします。
入金確認後、
【予約完了】
となります。
３. 参加当日、受付時にお振込の控えをご呈示いただきます。

新賛助会員様紹介
（順不同・敬称略）
新たにご入会いただきました。

1

11
17

【問合せ先】
( 公財 ) 福岡観光コンベンションビューロー
092-733-5050( 平日のみ 10:00 ～ 17:00)

問合せ先：☎092
（733）5050（担当：南里）
会費

年間1口 2万円から

(有)クィーンベルコーポレーション きものレンタル「まゆの会」

皆様のご入会をお待ちしております

（株）ALPLO

〒810-0001 福岡市中央区天神3-4-8 天神重松ビル4F ☎092-735-1758

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ 第3ビル 5F ☎090-9793-0601

和装文化の普及に努めています。着物着付け教室の開催から着物レンタル事業や普及の為のボラ
ンティア活動を行っております。

2017年福岡市の協力の元スタートしました。今までにないユニークな方法で様々な国や、多く
の人々に効果的でスピーディに広まるアイデア広告です。そして低コストで実現。福岡の新し
いエネルギーを吸収して福岡と共に成長していきたいと思います。

08 ¦ Ocean’
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◆ 12時～ 14時
（受付11時30分～）
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