
08 ¦ Ocean’s Fukuoka

　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。

　当財団では、福岡の観光・MICEの振興を通じ
て、地域経済の活性化に取り組んでおります。

　昨年は、「G20福岡財務大臣・中央銀行総裁会
議」や「ラグビーワールドカップ2019」が開催され

世界の注目を集めました。当財団においては、これらを特に欧米豪の
インバウンド拡大に向けた好機ととらえ、福岡の食や歴史・文化を楽し
んでいただけるよう、臨時観光案内所の設置や多言語による情報発
信、おもてなしイベントなどを実施いたしました。

　また、このような貴重なMICEを活かして、大学生を対象とした
「MICE×グロ－バル人材育成プログラム」を実施しました。MICE業界
の方の講話やインバウンド受入先見学、MICE運営業務体験、MICE関
連事業者と学生の交流を組み合わせた約8か月にわたる研修です。こ
のプログラムを今後も継続して実施することで、MICE業界を目指す
人材の育成と裾野が拡がることを期待しています。

　今年は「東京オリンピック・パラリンピック」、2021年には「世界水泳
選手権福岡大会」の開催により、国内外から多くの方がお越しになる見
込みです。当財団といたしましては、会員の皆様と共にコンベンション
開催時の支援や受入環境の向上などに取組み、福岡の魅力を世界に
発信するとともに、福岡都市圏や九州の関係機関と連携し、より多様な
地域からインバウンドを呼び込み、着実に経済の発展に貢献していき
たいと考えております。今後とも皆様のご支援とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

　本年が皆様にとって実り多き年となりますよう、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
かれましては健やかに新年をお迎えのことと謹んで
お慶び申し上げます。
　福岡市は、第三次産業が９割を占めている産業構
造であり、来訪者を増やし、消費を拡大することが、
地域経済の活性化につながることから、観光・
MICE の振興を重要な施策と位置づけ、取り組んで
おります。現在、福岡市の入込観光客数は 2,000
万人を超え、市内では数多くのコンベンションが開

催されるなど、福岡市の交流人口は着実に増加しているところです。
　成長が続く福岡市ですが、多くの人・モノが行き交う九州のゲートウェ
イ都市として、都市機能をさらに強化し、供給力や利便性、魅力を高め
ていくことが重要だと考えています。ウォーターフロント地区の再整備

「ウォーターフロントネクスト」では、クルーズ、MICE、賑わいが融合し
た一体的なまちづくりを推進しています。さらに、MICE をはじめとする
ビジネス交流の促進や、歴史・文化、自然などの観光資源の魅力の発信
など、福岡そして九州の経済の活性化に向けた取組みを進めております。
　昨年は、６月に「G20 福岡財務大臣・中央銀行総裁会議」が開催され、
MICE 都市としての福岡市のプレゼンス向上に大きく寄与しました。９月
には全国的な盛り上がりを見せた「ラグビーワールドカップ 2019」の試
合が市内においても開催され、世界中から多くの方が福岡市を訪れ、観
戦のみならず、博多旧市街の歴史・文化や福岡の食など、様々な魅力を
感じていただきました。
　今年は「東京オリンピック・パラリンピック」、2021 年には「世界水泳
選手権福岡大会」が予定されており、福岡及び九州の魅力を世界に発信
できる好機が訪れます。これらが成長エンジンとなって、観光・ビジネス
による交流人口のさらなる増加が期待されることから、市民、企業、団
体の皆様と一丸となり、オール福岡で魅力発信や受入環境の充実に取り
組んでまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
　今年も、「人と環境と都市活力の調和がとれたアジアのリーダー都市」
を 目 指し、福 岡 を 次 の ステ－ジ に 飛 躍 さ せ るた め の チャレンジ

「FUKUOKA NEXT」を皆様とともに進めてまいります。
　皆様の今年一年のご健勝とご活躍を祈念いたしまして、新年の挨拶と
させていただきます。

福岡観光コンベンションビューロー

会長　藤永　憲一
福岡市長

髙島　宗一郎

「第二十九回 博多をどり」　提供：博多伝統芸能振興会
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会 費　年間1口 2万円から 皆様のご入会をお待ちしております

問合せ先：☎092（733）5050新賛助会員様ご紹介
新たにご入会いただきました。（順不同・敬称略）

ジャパンドリームツアー（株）
〒105-0004 東京都港区新橋5-7-10 新橋SNビル1F ☎03-6435-9341
タイ、ベトナム等東南アジアを中心に、世界15ヶ国から月間100本を超える来日団体ツアーとFITを受注して
いるインバウンド旅行会社です。福岡で弊社と共に来日ツアーを受け入れ、盛り上げていただけるホテル、
飲料、アクティビティ企業様を募集しています。

エムスタイルジャパン（株）
〒810-0041 福岡市中央区大名1-14-45 Qiz TENJIN 7F ☎092-406-4564
ブランド名は「美巣（ビース）」。代表自らが <ツバメの巣ハンター> としてマレーシア・ボルネオ島の秘境
で採取する天然アナツバメの巣を使ったこだわりの健康食品、コスメを販売。通販や百貨店での販売のほ
か、丹青会、逸品会といった外商催事にも出品。

〒814-0001 福岡市早良区百道浜4-31-1-408 ☎090-8623-8106
弊社は、国内外から福岡へお越しの方々へ「体験」を通して福岡の魅力を感じて頂くための体験コンテンツをご提供しております。また、日本で前撮りを
希望する国内外のカップルと日本のウェディング関連企業様をマッチングするプラットフォームの運営を基幹事業とし、西日本鉄道（株）が運営する
オープントップバスや「花火ファンタジア福岡」でのイベントをフォトウェディングに活用する等、観光に繋がるサービスコンテンツも提供しております。

（株）家康コーポレーション
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-13-18 ☎092-558-1230
福岡県を本拠地とする貸切バス事業が主体の企業です。どのバス会社よりも思い出に残るバス会社、ただの
移動手段でなく移動そのものを楽しんでいただけるようなサービスのできるバス会社をめざしています。大
型バスから中型～小型～マイクロとご用途に合わせてご利用いただきたくお願い申し上げます。

（株）槌屋
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目12番1号 アバンダント95 8F ☎092-433-5451
弊社は自動車・エレクトロニクス分野をはじめとして様々な分野における多くのお客様へラベル等特殊印刷
品・樹脂製品・化学製品等、化成品を中心に販売を行っております。提案型営業にてお客様のニーズに、そ
して社会に貢献していきます。

太宰府まほろば衆
〒818-0083 筑紫野市針摺中央1-18-15 ☎092-924-3551
太宰府そして平安時代の伝統と文化を踊りをもって表現し伝えてゆく和踊りの団体。祭りだけでなく、太宰
府市主催のイベントや、周年記念式典・披露宴・賀詞交換会でのアトラクション演舞など実績多数。韓国安
東市のマスクダンスの祭りにて大賞受賞（個人戦の部）。　

倭智之響
〒810-0041 福岡市中央区大名 シャンポール1F VAPE VILLAGE ☎070-5530-7712
日本の響を大切にしたライブパフォーマンス楽曲制作、提供。聴くだけで寄付ができる楽曲制作。老若男
女、国籍すべての方々に通いやすいギターサークルレッスン開講中。モデルとしても活動中。

（株）ジェイコム九州　福岡局
〒810-0071 福岡市中央区那の津3丁目13-10 J:COMメディアプラザ ☎092-201-0201
J:COMは、ケーブルテレビ、高速インターネット接続、固定電話、モバイル、電力、ホームIOTサービスな
どをお客さまへ提供しています。また、地域コミュニティへも積極的に参加。イベント運営や広告事業も展
開しています。

特定非営利活動法人　ティエンポ・イベロアメリカーノ
〒810-0041 福岡市中央区大名1-15-11 Daimyo11511ビル3F ☎092-762-4100
天神にあるセンターを中心に、海外よりアーティストを招へいし、様々なジャンルのイベントの企画運営を
行っております。その他にも、語学やダンスの講座を行っています。

卑弥呼観光（株）
〒838-0065 福岡県朝倉市一木723番地1 ☎0946-22-6811
当社は営業所含めバス50台を保有し、海外や日本の旅行会社の団体ツアー、地元の教育機関や町内会の運行
を行っております。無線機・通信ドライブレコーダー等を使い、また、通信デジタコによる車輌の位置確認
含め安全・安心な運行に日々努めております。

LINK TRAVEL

　福岡市の中心、舞鶴公園は、福岡城址や鴻臚館などが位置す
る、歴史的価値のある公園であるとともに、春には約1,000本も
の桜が咲き誇る福岡市でも有数の桜の名所となっています。
　今年もこの時期に「福岡城さくらまつり」が開催されます。期間
中、公園一帯では様々なイベントが催され、天守台から望む桜の
絨毯や、夜間は幻想的にライトアップされた桜を楽しむことがで
きます。
　当財団は今年も期間中の土、日の２日間、約９０分間の福岡市
観光案内ボランティアによる無料のガイドツアーを開催します。
ガイドの案内を聴きながら桜咲く福岡城址を歩いてみませんか。

開催期間 3月下旬～ 4月上旬（予定） 入 場 料 無料（一部有料）

【福岡城さくらまつりに関する問合せ先】
福岡城さくらまつり実行委員会

（福岡市住宅都市局　花とみどりのまち推進部一人一花推進課）
TEL：092－711－4424

【無料ガイドツアーに関する問合せ先】
福岡城さくらまつり期間中の土・日(２日間)13:30～15:00(90分間)
TEL：092－733－5050　福岡市観光案内ボランティア担当

桜の季節は福岡城址にお越しください
～福岡城さくらまつり～
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MPFスタッフリポート
～MICE×グローバル人材育成プログラムの全カリキュラムが終了～

福岡MICEセミナー in東京2019開催
●
お
知
ら
せ

●
お
知
ら
せ

賛助会員交流会を開催 令和元年11月14日（木）日 程
西鉄グランドホテル場 所

観光・コンベンション推進団体の連絡協議会を同日開催

　当財団賛助会員交流会を11月14日、
西鉄グランドホテルにて開催し、過去最多
となる300名を超える皆様にご参加いた
だき、盛況裡に終えることができました。
　第1部では、「観光・MICEと福岡市のま
ちづくり」について福岡市観光コンベン
ション部の吉田部長、続いて、「インバウン
ド戦略」をリレートークにて福岡ソフトバン

クホークス（株）インバウンド推進室長 淵
様、ラグビーワールドカップ2019福岡開
催推進委員会 事務局長 篠原様、（株）ぐる
なび 福岡営業所長 大塚様に、今後のビジ
ネス展開に大変参考になるお話しをいた
だきました。
　第2部の懇親会では、会員様同士の情
報交換や交流が活発に行われたほか、10

社の企業PRブースや今回初めて実施した
PRタイムでは15社の皆様にご登壇いた
だくなど、賑やかな懇親の場となりました。
　ご参加いただいた皆様、ご協力いただ
いた皆様へ、心より御礼を申し上げます。
　今後とも、福岡市の観光・MICEの振興、
会員の皆様へのサービス提供に努めてま
いります。

　当財団加盟の「九州主要都市観光協会
連絡協議会（9団体）」と「九州・沖縄地区コ
ンベンション推進団体連絡会（11団体）」
を11月7～8日の2日間、福岡市内におい
て同日開催。
　初日は、福岡アジア美術館のアートカ
フェをユニークベニュー（※1）として各総会
を開催し、観光関係ではインバウンド対応
について九州全体で具体的なコンテンツ

づくりを検討することを確認しました。コ
ンベンション関係では、会員各団体の取り
組みについて情報を共有し、MICEイベン
ト誘致の際の連携などについて協議を行
いました。
　会議終了後は、屋台を会場として合同
懇親会を行い、翌日はリバークルーズに乗
船してウォーターフロントのMICE施設や
福岡の景観を望み、その後は明太子づく

り体験など観光・MICE素材の視察・体験
を実施しました。
　九州全体での取り組みは、今後ますま
す重要になってくることとなり、当財団で
は各地の関係団体と連携を図りながら、福
岡・九州の活性化に向けて観光・MICEの
振興に取り組んでまいります。

（※1）：会議、レセプションの開催ができる文化
施設・公的空間

　11月21日、東京都中央区日本橋本町
の在日フランス商工会議所会議室にて

「福岡MICEセミナーin東京2019」を開
催し、官公庁及び首都圏のMICE事業関
係者、約70名が参加されました。
　同セミナーでは、福岡市観光コンベン
ション部による「福岡市の最新情報」、当財
団による「MPFサポート事例」についての
説明に続いて、SBドライブ株式会社・代表
取締役社長兼CEOの佐治友基氏より「ス
マートシティ・スタートアップシティ福岡の
魅力」というテーマでご講演をいただきま
した。
　また、事例紹介として、国土交通省航空
局東京航空交通管制部・次席航空管制官
の三島英子氏より「CANSOアジア太平
洋地域年次総会2019」、在日フランス商

工会議所・イベント企画部プロジェクトマ
ネージャーの吉田暢子氏より「在日フラン
ス商工会議所と福岡・九州の繋がり」、九
州大学学術研究都市推進機構・事務局次
長の横内正明氏より「九州大学学術研究
都市」についてご紹介いただきました。
　セミナー終了後の交流会では、日本政
府観光局（JNTO）よりMICEアンバサ
ダーの佐藤毅彦氏（JAXA宇宙科学研究
所教授）他3名や福岡市MICEアンバサ
ダーの各務茂夫氏（東京大学教授）、舩山
龍二氏（日本コンベンション協会相談役）
にもご出席いただき、福岡でのさらなる
MICE開催に向けて熱のこもった交流が
行われました。

　福岡市と福岡観光コンベンション
ビューローの共催により今年度初めて
実施した『MICE×グローバル人材育成
プログラム』について報告させていただ
きます。
　今回、市内にある10大学・専門学校か
ら100名を超える学生が参加し、4月か
ら12月までの8か月にわたり、24のカリ
キュラムを実施しました。
　同事業では、賛助会員様のご協力を
得て、G20財務大臣・中央銀行総裁会議

（G20福岡）やラグビーワールドカップ
（RWC）についての基本知識を学ぶ研修
や市内のコンベンション施設や文化施設、
近郊の産業施設を巡るテクニカルビジッ
トツアーを行いました。

　研修生は、6月のG20福岡で運営ス
タッフの一員として従事し、9月・10月の
RWCでは博多駅前に設置された公式イ
ベント会場・ファンゾーンをはじめ福岡市
内各所で観光案内・通訳業務を担当する
など、大型MICEの現場での実習を体験
しました。
　研修生からは「市内各所での研修を経
験したことで、福岡についての知識が深
まり、この街の魅力や見どころについて
自信をもって紹介できるようになった。」

「コンベンションやイベントの準備を行っ
たり、開催をサポートする企業や個人の
存在を認識できた。」「インバウンドゲス
トの受入の現場や、フードダイバーシ
ティなどの最新情報を知ることができ
た。」といった感想が寄せられました。
　当財団では、本プログラムの修了者に
よる「福岡MICE×グローバル学生サ
ポーター制度」を新設するなど取り組み
を進めてまいります。

（MICE人材育成事業担当　山口  陽子）
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となる300名を超える皆様にご参加いた
だき、盛況裡に終えることができました。
　第1部では、「観光・MICEと福岡市のま
ちづくり」について福岡市観光コンベン
ション部の吉田部長、続いて、「インバウン
ド戦略」をリレートークにて福岡ソフトバン

クホークス（株）インバウンド推進室長 淵
様、ラグビーワールドカップ2019福岡開
催推進委員会 事務局長 篠原様、（株）ぐる
なび 福岡営業所長 大塚様に、今後のビジ
ネス展開に大変参考になるお話しをいた
だきました。
　第2部の懇親会では、会員様同士の情
報交換や交流が活発に行われたほか、10

社の企業PRブースや今回初めて実施した
PRタイムでは15社の皆様にご登壇いた
だくなど、賑やかな懇親の場となりました。
　ご参加いただいた皆様、ご協力いただ
いた皆様へ、心より御礼を申し上げます。
　今後とも、福岡市の観光・MICEの振興、
会員の皆様へのサービス提供に努めてま
いります。

　当財団加盟の「九州主要都市観光協会
連絡協議会（9団体）」と「九州・沖縄地区コ
ンベンション推進団体連絡会（11団体）」
を11月7～8日の2日間、福岡市内におい
て同日開催。
　初日は、福岡アジア美術館のアートカ
フェをユニークベニュー（※1）として各総会
を開催し、観光関係ではインバウンド対応
について九州全体で具体的なコンテンツ

づくりを検討することを確認しました。コ
ンベンション関係では、会員各団体の取り
組みについて情報を共有し、MICEイベン
ト誘致の際の連携などについて協議を行
いました。
　会議終了後は、屋台を会場として合同
懇親会を行い、翌日はリバークルーズに乗
船してウォーターフロントのMICE施設や
福岡の景観を望み、その後は明太子づく

り体験など観光・MICE素材の視察・体験
を実施しました。
　九州全体での取り組みは、今後ますま
す重要になってくることとなり、当財団で
は各地の関係団体と連携を図りながら、福
岡・九州の活性化に向けて観光・MICEの
振興に取り組んでまいります。

（※1）：会議、レセプションの開催ができる文化
施設・公的空間

　11月21日、東京都中央区日本橋本町
の在日フランス商工会議所会議室にて

「福岡MICEセミナーin東京2019」を開
催し、官公庁及び首都圏のMICE事業関
係者、約70名が参加されました。
　同セミナーでは、福岡市観光コンベン
ション部による「福岡市の最新情報」、当財
団による「MPFサポート事例」についての
説明に続いて、SBドライブ株式会社・代表
取締役社長兼CEOの佐治友基氏より「ス
マートシティ・スタートアップシティ福岡の
魅力」というテーマでご講演をいただきま
した。
　また、事例紹介として、国土交通省航空
局東京航空交通管制部・次席航空管制官
の三島英子氏より「CANSOアジア太平
洋地域年次総会2019」、在日フランス商

工会議所・イベント企画部プロジェクトマ
ネージャーの吉田暢子氏より「在日フラン
ス商工会議所と福岡・九州の繋がり」、九
州大学学術研究都市推進機構・事務局次
長の横内正明氏より「九州大学学術研究
都市」についてご紹介いただきました。
　セミナー終了後の交流会では、日本政
府観光局（JNTO）よりMICEアンバサ
ダーの佐藤毅彦氏（JAXA宇宙科学研究
所教授）他3名や福岡市MICEアンバサ
ダーの各務茂夫氏（東京大学教授）、舩山
龍二氏（日本コンベンション協会相談役）
にもご出席いただき、福岡でのさらなる
MICE開催に向けて熱のこもった交流が
行われました。

　福岡市と福岡観光コンベンション
ビューローの共催により今年度初めて
実施した『MICE×グローバル人材育成
プログラム』について報告させていただ
きます。
　今回、市内にある10大学・専門学校か
ら100名を超える学生が参加し、4月か
ら12月までの8か月にわたり、24のカリ
キュラムを実施しました。
　同事業では、賛助会員様のご協力を
得て、G20財務大臣・中央銀行総裁会議

（G20福岡）やラグビーワールドカップ
（RWC）についての基本知識を学ぶ研修
や市内のコンベンション施設や文化施設、
近郊の産業施設を巡るテクニカルビジッ
トツアーを行いました。

　研修生は、6月のG20福岡で運営ス
タッフの一員として従事し、9月・10月の
RWCでは博多駅前に設置された公式イ
ベント会場・ファンゾーンをはじめ福岡市
内各所で観光案内・通訳業務を担当する
など、大型MICEの現場での実習を体験
しました。
　研修生からは「市内各所での研修を経
験したことで、福岡についての知識が深
まり、この街の魅力や見どころについて
自信をもって紹介できるようになった。」

「コンベンションやイベントの準備を行っ
たり、開催をサポートする企業や個人の
存在を認識できた。」「インバウンドゲス
トの受入の現場や、フードダイバーシ
ティなどの最新情報を知ることができ
た。」といった感想が寄せられました。
　当財団では、本プログラムの修了者に
よる「福岡MICE×グローバル学生サ
ポーター制度」を新設するなど取り組み
を進めてまいります。

（MICE人材育成事業担当　山口  陽子）
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International Conference on High Performance Computing in Asia-Pacific Region（HPC Asia 2020）
2020年1月15日（水）～17日（金）日 程 アクロス福岡場 所

生命・食・環境をキーワードとして活動する日本農芸化学会の年次大
会が開催され、化学と生物に関する基礎から応用までの幅広い分野の
研究者・企業関係者約5000名が集います。ここでは、最新の研究成果
と喫緊の話題に関するシンポジウムが発表されます。同時に、九州大
学との共催により、遺伝子の姿とゲノム編集技術を平易に教えてくれ
る公開の「化学と生物シンポジウム」、全国高校生による「ジュニア農
芸化学会」、そして100社に近い研究関連機器・試薬メーカーなどによ
る「企業展示会」も併催されます。ご参加ください。

日本農芸化学会2020年度大会
2020年3月25日（水）～28日（土）日 程 九州大学伊都キャンパス、福岡国際会議場、ホテルオークラ福岡場 所

令和元年10月30日、日本政府観光局(JNTO)が「2018年JNTO国際会議統計」を公表しました。
それによると、2018年国際会議の開催件数は、日本全体で3,433件、うち福岡市における国際会議の開催件数は293件で全国第4位でした。

会場別開催件数では、大学における件数は増加し、
それ以外の施設での件数は減少しています。

引き続き、大学をはじめ関係機関・施設との連携や開催にかかる支援を一層強化しながら、経済効果が見込まれる大規模コンベンションや福岡市
のプレゼンス向上に資するMICEの誘致を推進してまいります。

2018年の福岡市における国際会議の開催件数

第7回日台ロータリー親善会議福岡大会
2020年3月6日（金）・7日（土）日 程 ホテルニューオータニ博多場 所

※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11月以降のスケジュールも当財団のホームページで閲覧いただけます。

コンベンションカレンダー 1月 ▼4月

実行委員長
酒井　謙二

（九州大学大学院 農学研究院　教授）

HPC Asia 2020運営委員会
岩下　武史

（北海道大学 情報基盤センター　教授）

日台ロータリー親善会議　総裁 
第2700地区　パストガバナー
大島　英二

（鳥栖ロータリークラブ）

HPCAsiaはアジア太平洋地域におけるハイパフォーマンスコン
ピューティング（HPC）に関する国際会議で、高性能計算に関わる研究
者、技術者が一堂に会し、最新の研究成果の発表、討論及び情報交換の
場を提供することを目的に、1995年からアジア太平洋地域の各地で
開催されてきました。2020年の会議は、情報処理学会HPC研究会が
主催者となり、ACMとの共催でアクロス福岡にて開催することとなり
ました。本会議では、HPC分野において国際的に著名な研究者による
3件の招待講演、質の高い研究成果に関する口頭発表、ポスター発表、2
件のワークショップ、ICT分野のリーディングカンパニーによる企業

展示を行います。多くの皆様のご参加を心よ
りお待ちしております。

〔会議ホームページ〕
http://sighpc.ipsj.or.jp/HPCAsia2020/

　平素より、ロータリークラブの活動に対し多大なるご理解とご協力
を賜り誠に有難うございます。
　さて、日台ロータリー親善会議は日本と台湾のロータリークラブの
友好の絆を更に深める事を目的とし、親睦及び交流を図り、情報交換
や連携・協力の為の活動、広報活動、啓蒙活動並びに関連団体との連
絡・協調等の行動及び事業を14年前、第1回東京（2008年5月）を皮切
りに、第2回台湾・日月潭（2009年10月）、第3回京都（2012年6月）、第
4回台湾・台北（2014年1月）、第5回金沢（2016年6月）、第6回台湾・高
雄（2018年3月）と日本と台湾交互に開催して参りました。
　一昨年、次回7回目となる親善会議を2020年3月6日（金）・7日（土）
に、九州福岡「博多」にて開催することが決定し、それ以来、九州福岡地
区内で台湾側と姉妹締結していますクラブを中心に福岡大会実行委
員会を立ち上げ、参加者数2000名を目標におもてなしの心をもって

準備を進めているところでございます。
　この度の福岡大会には、多数の台湾・日本のロータリーアンならび
にご家族の皆様に九州・福岡の地を楽しんでいただき、日本と台湾の
架け橋になれるよう切に願っています。
　なお、親善会議開催当日は、福岡空港、JR博多
駅、会場のホテルニューオータニ博多周辺等で
混雑も予想されますが、何卒ご理解の程をよろ
しくお願い致します。

〔大会ホームページ〕
http://www.jsbba.or.jp/2020/
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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

1月15日

1月18日

2月  4日

2月  6日

2月16日

2月16日

2月19日

2月21日

2月21日

2月29日

3月  6日

3月  7日

3月  8日

3月10日

3月14日

3月21日

3月25日

3月26日

4月16日

4月24日

4月24日

4月25日

1月11日

2月  3日

2月  6日

2月  8日

1月  5日

1月18日

2月10日

2月16日

2月22日

2月23日

1月17日

1月19日

2月  4日

2月  7日

2月16日

2月16日

2月21日

2月22日

2月22日

2月29日

3月  7日

3月  7日

3月11日

3月12日

3月14日

3月22日

3月28日

3月27日

4月18日

4月26日

4月26日

4月25日

1月11日

2月  4日

2月  7日

2月  9日

1月  6日

1月19日

2月11日

2月16日

2月22日

2月24日

International Conference on High Performance 
Computing in Asia-Pacific Region(HPC Asia2020)

第33回JCRミッドウィンターセミナー

第6回福岡クルーズ会議

第6200回QCサークル全国大会
（小集団改善活動）ー福岡ー

第2回日本抗加齢医学会九州地方会学術総会

日本消化器病学会九州支部 第25回教育講演会

International Conference on Artficial Intelligence 
in Infomation and Communication(ICAIIC2020)

第20回日本病院総合診療医学会 学術総会

第50回日本人工関節学会

日本放射線腫瘍学会
第33回高精度放射線外部照射部会学術大会

第7回日台ロータリー親善会議福岡大会

令和元年度　土木学会　西部支部研究発表会

第1回アジア分子磁性国際学会 (ACMM2020)

第1回国際シンポジウム持続可能な環境に配慮
した建設技術(CREST 2020)

SDGsデザイン･インターナショナル･アワード 
2019

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2020

日本農芸化学会2020年度大会

第39回日本社会精神医学会

第109 回日本病理学会総会

日本顕微鏡歯科学会 第17回学術大会・総会

第69回日本口腔衛生学会・総会

第18回日韓中小児腎セミナー 2020

令和2年福岡市消防出初式

第7回ビューティーワールドジャパン福岡

観光商談会「観光マッチング2020～観光de九州～」

旅博 ～トラベラーズフェス in FUKUOKA2020

第36回全九州中学生バスケットボール大会

第33回市民総合スポーツ大会　福岡市民硬式
卓球選手権大会　一般女子、年齢別女子

令和元年度福岡県新人柔道大会　第37回男子
第27回女子福岡県中学校新人柔道大会

第23回福岡市金印ライオンズカップ
ソフトバレーボール大会

女性スポーツ活動団体連絡協議会スポーツフェスタ

チアリーディング・ダンス選手権大会　
USA Regionals 2020九州大会
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全国
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9,200
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1,000
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800
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アクロス福岡

福岡国際会議場

福岡国際会議場

福岡国際会議場

ＪＲ九州ホール

アクロス福岡

タカクラホテル福岡

ヒルトン福岡シーホーク

福岡国際会議場・福岡サンパレス
福岡国際センター

電気ビル共創館

ホテルニューオータニ博多

九州大学伊都キャンパス

アクロス福岡

九州大学西新プラザ

九州大学大橋キャンパス

福岡国際会議場

九州大学伊都キャンパス・福岡国際
会議場・ホテルオークラ福岡

福岡国際会議場

福岡国際会議場
福岡サンパレス

アクロス福岡

福岡国際会議場

九州大学医学部百年講堂

マリンメッセ福岡

福岡国際センター

西鉄イン福岡

エルガーラホール

福岡市各区体育館

福岡市民体育館

福岡市総合体育館

福岡市総合体育館

福岡市民体育館

福岡市民体育館

HPC Asia2020運営委員会

日本放射線科専門医会・医会
(JCR)事務局

福岡市観光ブランド・クルーズ課

QCサークル本部事務局

事務局：(株)ジーニス コン
ベンションサービス

事務局：(株)コングレ

福岡大学

事務局：(株)ジーニス コン
ベンションサービス

第50回日本人工関節学会　
運営準備室

事務局：(株)キョードープラス

事務局：(株)コングレ

土木学会西部支部

ACMM2020実行委員会

CREST2020実行委員会

九州大学大学院芸術工学研究院
SDGsデザインユニット

事務局：JTBコミュニケー
ションデザイン会

日本農芸化学会2020年度
大会実行委員会

事務局：JTBコミュニケー
ションデザイン

事務局：(株)コングレ

九州大学病院口腔総合診療科

運営事務局：
(一財)口腔保健協会

事務局：JTBコミュニケー
ションデザイン

福岡市消防局警防部消防団課

ビューティーワールドジャ
パン事務局

福岡商工会議所

旅博 ～トラベラーズフェス～
in FUKUOKA 事務局

全九州中学生バスケットボール
大会実行委員会

市民総合スポーツ大会実行
委員会

福岡市中学校体育連盟

福岡市ソフトバレーボール連盟

(公財)福岡市スポーツ協会
事業課

United Spirit Association.
Japan

ー

0493-35-4649

092-711-4559

03-5378-9815

092-722-2811

092-716-7116

dongkyun
@knu.ac.kr

092-722-2811

092-715-0633

086-250-7681

092-716-7116

092-717-6031

092-802-4152

092-802-3369

092-553-9461

092-751-3244

taikai
@jsbba.or.jp

092-751-3244

092-716-7116

092-642-6490

03-3947-8761

092-751-3244

092-725-6564

03-3262-8456

092-441-1118

092-844-8837

092-821-5333

092-645-1231

092-406-8791

090-5934-7308

092-645-1231

03-5216-5545

3月  6日 3月  8日 第24回西日本交流ソフトバレーボール大会 西日本 1,500 福岡市総合体育館 福岡市ソフトバレーボール連盟 090-5934-7308

国際会議開催状況（都市別）※国際会議の要件:参加者総数50名以上、参加国が日本を含む3か国以上 など 国際会議開催状況（福岡市）

今後の取組み

問合せ先：（公財）福岡観光コンベンションビューロー  TEL:092（733）0101 FAX:092（733）3100

大学年 ホテル コンベンション
ゾーン その他施設 計
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大阪
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※東京23区のみ

注目の会議や学会からPick Up
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Ocean’s Fukuoka ¦ 0504 ¦ Ocean’s Fukuoka

コ ン ベ ン ション ニュー ス

International Conference on High Performance Computing in Asia-Pacific Region（HPC Asia 2020）
2020年1月15日（水）～17日（金）日 程 アクロス福岡場 所

生命・食・環境をキーワードとして活動する日本農芸化学会の年次大
会が開催され、化学と生物に関する基礎から応用までの幅広い分野の
研究者・企業関係者約5000名が集います。ここでは、最新の研究成果
と喫緊の話題に関するシンポジウムが発表されます。同時に、九州大
学との共催により、遺伝子の姿とゲノム編集技術を平易に教えてくれ
る公開の「化学と生物シンポジウム」、全国高校生による「ジュニア農
芸化学会」、そして100社に近い研究関連機器・試薬メーカーなどによ
る「企業展示会」も併催されます。ご参加ください。

日本農芸化学会2020年度大会
2020年3月25日（水）～28日（土）日 程 九州大学伊都キャンパス、福岡国際会議場、ホテルオークラ福岡場 所

令和元年10月30日、日本政府観光局(JNTO)が「2018年JNTO国際会議統計」を公表しました。
それによると、2018年国際会議の開催件数は、日本全体で3,433件、うち福岡市における国際会議の開催件数は293件で全国第4位でした。

会場別開催件数では、大学における件数は増加し、
それ以外の施設での件数は減少しています。

引き続き、大学をはじめ関係機関・施設との連携や開催にかかる支援を一層強化しながら、経済効果が見込まれる大規模コンベンションや福岡市
のプレゼンス向上に資するMICEの誘致を推進してまいります。

2018年の福岡市における国際会議の開催件数

第7回日台ロータリー親善会議福岡大会
2020年3月6日（金）・7日（土）日 程 ホテルニューオータニ博多場 所

※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11月以降のスケジュールも当財団のホームページで閲覧いただけます。

コンベンションカレンダー 1月 ▼4月

実行委員長
酒井　謙二

（九州大学大学院 農学研究院　教授）

HPC Asia 2020運営委員会
岩下　武史

（北海道大学 情報基盤センター　教授）

日台ロータリー親善会議　総裁 
第2700地区　パストガバナー
大島　英二

（鳥栖ロータリークラブ）

HPCAsiaはアジア太平洋地域におけるハイパフォーマンスコン
ピューティング（HPC）に関する国際会議で、高性能計算に関わる研究
者、技術者が一堂に会し、最新の研究成果の発表、討論及び情報交換の
場を提供することを目的に、1995年からアジア太平洋地域の各地で
開催されてきました。2020年の会議は、情報処理学会HPC研究会が
主催者となり、ACMとの共催でアクロス福岡にて開催することとなり
ました。本会議では、HPC分野において国際的に著名な研究者による
3件の招待講演、質の高い研究成果に関する口頭発表、ポスター発表、2
件のワークショップ、ICT分野のリーディングカンパニーによる企業

展示を行います。多くの皆様のご参加を心よ
りお待ちしております。

〔会議ホームページ〕
http://sighpc.ipsj.or.jp/HPCAsia2020/

　平素より、ロータリークラブの活動に対し多大なるご理解とご協力
を賜り誠に有難うございます。
　さて、日台ロータリー親善会議は日本と台湾のロータリークラブの
友好の絆を更に深める事を目的とし、親睦及び交流を図り、情報交換
や連携・協力の為の活動、広報活動、啓蒙活動並びに関連団体との連
絡・協調等の行動及び事業を14年前、第1回東京（2008年5月）を皮切
りに、第2回台湾・日月潭（2009年10月）、第3回京都（2012年6月）、第
4回台湾・台北（2014年1月）、第5回金沢（2016年6月）、第6回台湾・高
雄（2018年3月）と日本と台湾交互に開催して参りました。
　一昨年、次回7回目となる親善会議を2020年3月6日（金）・7日（土）
に、九州福岡「博多」にて開催することが決定し、それ以来、九州福岡地
区内で台湾側と姉妹締結していますクラブを中心に福岡大会実行委
員会を立ち上げ、参加者数2000名を目標におもてなしの心をもって

準備を進めているところでございます。
　この度の福岡大会には、多数の台湾・日本のロータリーアンならび
にご家族の皆様に九州・福岡の地を楽しんでいただき、日本と台湾の
架け橋になれるよう切に願っています。
　なお、親善会議開催当日は、福岡空港、JR博多
駅、会場のホテルニューオータニ博多周辺等で
混雑も予想されますが、何卒ご理解の程をよろ
しくお願い致します。

〔大会ホームページ〕
http://www.jsbba.or.jp/2020/
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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

1月15日

1月18日

2月  4日

2月  6日

2月16日

2月16日

2月19日

2月21日

2月21日

2月29日

3月  6日

3月  7日

3月  8日

3月10日

3月14日

3月21日

3月25日

3月26日

4月16日

4月24日

4月24日

4月25日

1月11日

2月  3日

2月  6日

2月  8日

1月  5日

1月18日

2月10日

2月16日

2月22日

2月23日

1月17日

1月19日

2月  4日

2月  7日

2月16日

2月16日

2月21日

2月22日

2月22日

2月29日

3月  7日

3月  7日

3月11日

3月12日

3月14日

3月22日

3月28日

3月27日

4月18日

4月26日

4月26日

4月25日

1月11日

2月  4日

2月  7日

2月  9日

1月  6日

1月19日

2月11日

2月16日

2月22日

2月24日

International Conference on High Performance 
Computing in Asia-Pacific Region(HPC Asia2020)

第33回JCRミッドウィンターセミナー

第6回福岡クルーズ会議

第6200回QCサークル全国大会
（小集団改善活動）ー福岡ー

第2回日本抗加齢医学会九州地方会学術総会

日本消化器病学会九州支部 第25回教育講演会

International Conference on Artficial Intelligence 
in Infomation and Communication(ICAIIC2020)

第20回日本病院総合診療医学会 学術総会

第50回日本人工関節学会

日本放射線腫瘍学会
第33回高精度放射線外部照射部会学術大会

第7回日台ロータリー親善会議福岡大会

令和元年度　土木学会　西部支部研究発表会

第1回アジア分子磁性国際学会 (ACMM2020)

第1回国際シンポジウム持続可能な環境に配慮
した建設技術(CREST 2020)

SDGsデザイン･インターナショナル･アワード 
2019

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2020

日本農芸化学会2020年度大会

第39回日本社会精神医学会

第109 回日本病理学会総会

日本顕微鏡歯科学会 第17回学術大会・総会

第69回日本口腔衛生学会・総会

第18回日韓中小児腎セミナー 2020

令和2年福岡市消防出初式

第7回ビューティーワールドジャパン福岡

観光商談会「観光マッチング2020～観光de九州～」

旅博 ～トラベラーズフェス in FUKUOKA2020

第36回全九州中学生バスケットボール大会

第33回市民総合スポーツ大会　福岡市民硬式
卓球選手権大会　一般女子、年齢別女子

令和元年度福岡県新人柔道大会　第37回男子
第27回女子福岡県中学校新人柔道大会

第23回福岡市金印ライオンズカップ
ソフトバレーボール大会

女性スポーツ活動団体連絡協議会スポーツフェスタ

チアリーディング・ダンス選手権大会　
USA Regionals 2020九州大会

国際

全国

国際

全国

九州

九州

国際

全国

全国

全国

国際

九州

国際

国際

国際

全国

国内

全国

国際

国際

全国

国際

福岡

国際

九州

国際

九州

福岡

福岡

福岡

福岡

九州

200

900

400

1,000

1,000

400

250

700

3,300

700

2,000

850

300

150

400

2,500

5,000

600

3,500

600

1,050

250

10,000

5,000

100

7,000

9,200

1,000

1,000

1,000

800

2,000

アクロス福岡

福岡国際会議場

福岡国際会議場

福岡国際会議場

ＪＲ九州ホール

アクロス福岡

タカクラホテル福岡

ヒルトン福岡シーホーク

福岡国際会議場・福岡サンパレス
福岡国際センター

電気ビル共創館

ホテルニューオータニ博多

九州大学伊都キャンパス

アクロス福岡

九州大学西新プラザ

九州大学大橋キャンパス

福岡国際会議場

九州大学伊都キャンパス・福岡国際
会議場・ホテルオークラ福岡

福岡国際会議場

福岡国際会議場
福岡サンパレス

アクロス福岡

福岡国際会議場

九州大学医学部百年講堂

マリンメッセ福岡

福岡国際センター

西鉄イン福岡

エルガーラホール

福岡市各区体育館

福岡市民体育館

福岡市総合体育館

福岡市総合体育館

福岡市民体育館

福岡市民体育館

HPC Asia2020運営委員会

日本放射線科専門医会・医会
(JCR)事務局

福岡市観光ブランド・クルーズ課

QCサークル本部事務局

事務局：(株)ジーニス コン
ベンションサービス

事務局：(株)コングレ

福岡大学

事務局：(株)ジーニス コン
ベンションサービス

第50回日本人工関節学会　
運営準備室

事務局：(株)キョードープラス

事務局：(株)コングレ

土木学会西部支部

ACMM2020実行委員会

CREST2020実行委員会

九州大学大学院芸術工学研究院
SDGsデザインユニット

事務局：JTBコミュニケー
ションデザイン会

日本農芸化学会2020年度
大会実行委員会

事務局：JTBコミュニケー
ションデザイン

事務局：(株)コングレ

九州大学病院口腔総合診療科

運営事務局：
(一財)口腔保健協会

事務局：JTBコミュニケー
ションデザイン

福岡市消防局警防部消防団課

ビューティーワールドジャ
パン事務局

福岡商工会議所

旅博 ～トラベラーズフェス～
in FUKUOKA 事務局

全九州中学生バスケットボール
大会実行委員会

市民総合スポーツ大会実行
委員会

福岡市中学校体育連盟

福岡市ソフトバレーボール連盟

(公財)福岡市スポーツ協会
事業課

United Spirit Association.
Japan

ー

0493-35-4649

092-711-4559

03-5378-9815

092-722-2811

092-716-7116

dongkyun
@knu.ac.kr

092-722-2811

092-715-0633

086-250-7681

092-716-7116

092-717-6031

092-802-4152

092-802-3369

092-553-9461

092-751-3244

taikai
@jsbba.or.jp

092-751-3244

092-716-7116

092-642-6490

03-3947-8761

092-751-3244

092-725-6564

03-3262-8456

092-441-1118

092-844-8837

092-821-5333

092-645-1231

092-406-8791

090-5934-7308

092-645-1231

03-5216-5545

3月  6日 3月  8日 第24回西日本交流ソフトバレーボール大会 西日本 1,500 福岡市総合体育館 福岡市ソフトバレーボール連盟 090-5934-7308

国際会議開催状況（都市別）※国際会議の要件:参加者総数50名以上、参加国が日本を含む3か国以上 など 国際会議開催状況（福岡市）

今後の取組み

問合せ先：（公財）福岡観光コンベンションビューロー  TEL:092（733）0101 FAX:092（733）3100
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Ocean’s Fukuoka ¦ 0706 ¦ Ocean’s Fukuoka

9月20日、博多駅前広場に公式イベント会
場・ファンゾーンが設置され、FCVBスタッフ
が観光案内を担当しました。
また、海外からの観戦者向けに英語・フラン
ス語併記のオリジナルガイドブックを制作
し、イベント・グルメ・観光スポットについて案
内しました。

9月30日～10月4日、10月10日～10月12
日の8日間、地下鉄天神駅中央改札前に臨
時観光案内所を設置。約1,900名（うち外国
人約750名）が利用されました。

10月2日、福岡での第2戦・フランスvsアメリカ戦が開催されました。福岡空港と会場の中
間にあるコンビニエンスストアでは、ビールや酎ハイを買い求める人たちでにぎわい、急
仕立ての「青空角打ち」が出現しました。

福岡市が主催する博多旧市街フェスティバ
ルの企画の一つとして、10月4日に博多川
沿いで「スカイランタン」イベントが開催さ
れました。

10月11日～14日の4日間、「博多旧市街ライトアップウォーク」が開催されました。「博多
旧市街まるごとミュージアム」とのコラボ企画により、会場となった寺社の境内に幻想的
な光景が広がりました。

9月20日から10月21日まで、上川端商店
街と川端中央商店街の入口に特製バナー
を掲出。バナーをバックに記念写真を撮る
観光客の姿も多く見られました。

10月5日から11月3日まで、福岡城・大濠エリアにてFCVB主催イベント「福岡城下町“サ
ムライフェア”秋の陣」を開催。「サムライライディング（着物で乗馬体験）」やワイン＆ジャ
ズライブが楽しめる「観月会」を実施しました。

10月13日、福岡での第3戦・アイルランドvs
サモア戦が開催されました。福岡市とFCVB
が主催する「MICE×グローバル人材育成プ
ロジェクト」の参加学生が地下鉄博多駅構
内にて切符販売のサポートを行いました。

「ラグビーファンはビールが大好き」という事前情報どおり、開催期間中、ファンゾーンの
ほか市内飲食店ではビールを片手に観戦や会話を楽しむファンの姿が見られました。

10月1日～5日（3日は除く）の4日間、FCVB・福岡商工会議所・九州経済連合会・福岡地域戦略推進協議会(FDC)の共同
事業として、博多リバレイン前に臨時観光案内所を開設し、FCVBウェルカムサポーターらによる観光案内を行いました。

9月28日～29日の2日間、熊本市にて九州の
お祭り総集結のイベント「祭りアイランド九
州」が開催され、福岡市からは「博多松囃子・
博多どんたく港まつり」と「博多祇園山笠」が
参加しました。

9月26日、福岡での初戦・イタリアvsカナダ戦が博多の森球技場にて開催されました。ファンゾーンではパブリック
ビューイングが行われ、そのハーフタイムにはFCVB発案による両国に関する○×クイズを実施しました。

●
事
業
報
告
（
M
P
F
）

●
事
業
報
告
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ラグビーワールドカップ2019活動報告＆福岡街なかスナップ♪



Ocean’s Fukuoka ¦ 0706 ¦ Ocean’s Fukuoka

9月20日、博多駅前広場に公式イベント会
場・ファンゾーンが設置され、FCVBスタッフ
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9月30日～10月4日、10月10日～10月12
日の8日間、地下鉄天神駅中央改札前に臨
時観光案内所を設置。約1,900名（うち外国
人約750名）が利用されました。
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な光景が広がりました。

9月20日から10月21日まで、上川端商店
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観光客の姿も多く見られました。

10月5日から11月3日まで、福岡城・大濠エリアにてFCVB主催イベント「福岡城下町“サ
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10月13日、福岡での第3戦・アイルランドvs
サモア戦が開催されました。福岡市とFCVB
が主催する「MICE×グローバル人材育成プ
ロジェクト」の参加学生が地下鉄博多駅構
内にて切符販売のサポートを行いました。

「ラグビーファンはビールが大好き」という事前情報どおり、開催期間中、ファンゾーンの
ほか市内飲食店ではビールを片手に観戦や会話を楽しむファンの姿が見られました。

10月1日～5日（3日は除く）の4日間、FCVB・福岡商工会議所・九州経済連合会・福岡地域戦略推進協議会(FDC)の共同
事業として、博多リバレイン前に臨時観光案内所を開設し、FCVBウェルカムサポーターらによる観光案内を行いました。

9月28日～29日の2日間、熊本市にて九州の
お祭り総集結のイベント「祭りアイランド九
州」が開催され、福岡市からは「博多松囃子・
博多どんたく港まつり」と「博多祇園山笠」が
参加しました。

9月26日、福岡での初戦・イタリアvsカナダ戦が博多の森球技場にて開催されました。ファンゾーンではパブリック
ビューイングが行われ、そのハーフタイムにはFCVB発案による両国に関する○×クイズを実施しました。
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　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。

　当財団では、福岡の観光・MICEの振興を通じ
て、地域経済の活性化に取り組んでおります。

　昨年は、「G20福岡財務大臣・中央銀行総裁会
議」や「ラグビーワールドカップ2019」が開催され

世界の注目を集めました。当財団においては、これらを特に欧米豪の
インバウンド拡大に向けた好機ととらえ、福岡の食や歴史・文化を楽し
んでいただけるよう、臨時観光案内所の設置や多言語による情報発
信、おもてなしイベントなどを実施いたしました。

　また、このような貴重なMICEを活かして、大学生を対象とした
「MICE×グロ－バル人材育成プログラム」を実施しました。MICE業界
の方の講話やインバウンド受入先見学、MICE運営業務体験、MICE関
連事業者と学生の交流を組み合わせた約8か月にわたる研修です。こ
のプログラムを今後も継続して実施することで、MICE業界を目指す
人材の育成と裾野が拡がることを期待しています。

　今年は「東京オリンピック・パラリンピック」、2021年には「世界水泳
選手権福岡大会」の開催により、国内外から多くの方がお越しになる見
込みです。当財団といたしましては、会員の皆様と共にコンベンション
開催時の支援や受入環境の向上などに取組み、福岡の魅力を世界に
発信するとともに、福岡都市圏や九州の関係機関と連携し、より多様な
地域からインバウンドを呼び込み、着実に経済の発展に貢献していき
たいと考えております。今後とも皆様のご支援とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

　本年が皆様にとって実り多き年となりますよう、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
かれましては健やかに新年をお迎えのことと謹んで
お慶び申し上げます。
　福岡市は、第三次産業が９割を占めている産業構
造であり、来訪者を増やし、消費を拡大することが、
地域経済の活性化につながることから、観光・
MICE の振興を重要な施策と位置づけ、取り組んで
おります。現在、福岡市の入込観光客数は 2,000
万人を超え、市内では数多くのコンベンションが開

催されるなど、福岡市の交流人口は着実に増加しているところです。
　成長が続く福岡市ですが、多くの人・モノが行き交う九州のゲートウェ
イ都市として、都市機能をさらに強化し、供給力や利便性、魅力を高め
ていくことが重要だと考えています。ウォーターフロント地区の再整備

「ウォーターフロントネクスト」では、クルーズ、MICE、賑わいが融合し
た一体的なまちづくりを推進しています。さらに、MICE をはじめとする
ビジネス交流の促進や、歴史・文化、自然などの観光資源の魅力の発信
など、福岡そして九州の経済の活性化に向けた取組みを進めております。
　昨年は、６月に「G20 福岡財務大臣・中央銀行総裁会議」が開催され、
MICE 都市としての福岡市のプレゼンス向上に大きく寄与しました。９月
には全国的な盛り上がりを見せた「ラグビーワールドカップ 2019」の試
合が市内においても開催され、世界中から多くの方が福岡市を訪れ、観
戦のみならず、博多旧市街の歴史・文化や福岡の食など、様々な魅力を
感じていただきました。
　今年は「東京オリンピック・パラリンピック」、2021 年には「世界水泳
選手権福岡大会」が予定されており、福岡及び九州の魅力を世界に発信
できる好機が訪れます。これらが成長エンジンとなって、観光・ビジネス
による交流人口のさらなる増加が期待されることから、市民、企業、団
体の皆様と一丸となり、オール福岡で魅力発信や受入環境の充実に取り
組んでまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
　今年も、「人と環境と都市活力の調和がとれたアジアのリーダー都市」
を 目 指し、福 岡 を 次 の ステ－ジ に 飛 躍 さ せ るた め の チャレンジ

「FUKUOKA NEXT」を皆様とともに進めてまいります。
　皆様の今年一年のご健勝とご活躍を祈念いたしまして、新年の挨拶と
させていただきます。

福岡観光コンベンションビューロー

会長　藤永　憲一
福岡市長

髙島　宗一郎

「第二十九回 博多をどり」　提供：博多伝統芸能振興会
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会 費　年間1口 2万円から 皆様のご入会をお待ちしております

問合せ先：☎092（733）5050新賛助会員様ご紹介
新たにご入会いただきました。（順不同・敬称略）

ジャパンドリームツアー（株）
〒105-0004 東京都港区新橋5-7-10 新橋SNビル1F ☎03-6435-9341
タイ、ベトナム等東南アジアを中心に、世界15ヶ国から月間100本を超える来日団体ツアーとFITを受注して
いるインバウンド旅行会社です。福岡で弊社と共に来日ツアーを受け入れ、盛り上げていただけるホテル、
飲料、アクティビティ企業様を募集しています。

エムスタイルジャパン（株）
〒810-0041 福岡市中央区大名1-14-45 Qiz TENJIN 7F ☎092-406-4564
ブランド名は「美巣（ビース）」。代表自らが <ツバメの巣ハンター> としてマレーシア・ボルネオ島の秘境
で採取する天然アナツバメの巣を使ったこだわりの健康食品、コスメを販売。通販や百貨店での販売のほ
か、丹青会、逸品会といった外商催事にも出品。

〒814-0001 福岡市早良区百道浜4-31-1-408 ☎090-8623-8106
弊社は、国内外から福岡へお越しの方々へ「体験」を通して福岡の魅力を感じて頂くための体験コンテンツをご提供しております。また、日本で前撮りを
希望する国内外のカップルと日本のウェディング関連企業様をマッチングするプラットフォームの運営を基幹事業とし、西日本鉄道（株）が運営する
オープントップバスや「花火ファンタジア福岡」でのイベントをフォトウェディングに活用する等、観光に繋がるサービスコンテンツも提供しております。

（株）家康コーポレーション
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-13-18 ☎092-558-1230
福岡県を本拠地とする貸切バス事業が主体の企業です。どのバス会社よりも思い出に残るバス会社、ただの
移動手段でなく移動そのものを楽しんでいただけるようなサービスのできるバス会社をめざしています。大
型バスから中型～小型～マイクロとご用途に合わせてご利用いただきたくお願い申し上げます。

（株）槌屋
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目12番1号 アバンダント95 8F ☎092-433-5451
弊社は自動車・エレクトロニクス分野をはじめとして様々な分野における多くのお客様へラベル等特殊印刷
品・樹脂製品・化学製品等、化成品を中心に販売を行っております。提案型営業にてお客様のニーズに、そ
して社会に貢献していきます。

太宰府まほろば衆
〒818-0083 筑紫野市針摺中央1-18-15 ☎092-924-3551
太宰府そして平安時代の伝統と文化を踊りをもって表現し伝えてゆく和踊りの団体。祭りだけでなく、太宰
府市主催のイベントや、周年記念式典・披露宴・賀詞交換会でのアトラクション演舞など実績多数。韓国安
東市のマスクダンスの祭りにて大賞受賞（個人戦の部）。　

倭智之響
〒810-0041 福岡市中央区大名 シャンポール1F VAPE VILLAGE ☎070-5530-7712
日本の響を大切にしたライブパフォーマンス楽曲制作、提供。聴くだけで寄付ができる楽曲制作。老若男
女、国籍すべての方々に通いやすいギターサークルレッスン開講中。モデルとしても活動中。

（株）ジェイコム九州　福岡局
〒810-0071 福岡市中央区那の津3丁目13-10 J:COMメディアプラザ ☎092-201-0201
J:COMは、ケーブルテレビ、高速インターネット接続、固定電話、モバイル、電力、ホームIOTサービスな
どをお客さまへ提供しています。また、地域コミュニティへも積極的に参加。イベント運営や広告事業も展
開しています。

特定非営利活動法人　ティエンポ・イベロアメリカーノ
〒810-0041 福岡市中央区大名1-15-11 Daimyo11511ビル3F ☎092-762-4100
天神にあるセンターを中心に、海外よりアーティストを招へいし、様々なジャンルのイベントの企画運営を
行っております。その他にも、語学やダンスの講座を行っています。

卑弥呼観光（株）
〒838-0065 福岡県朝倉市一木723番地1 ☎0946-22-6811
当社は営業所含めバス50台を保有し、海外や日本の旅行会社の団体ツアー、地元の教育機関や町内会の運行
を行っております。無線機・通信ドライブレコーダー等を使い、また、通信デジタコによる車輌の位置確認
含め安全・安心な運行に日々努めております。

LINK TRAVEL

　福岡市の中心、舞鶴公園は、福岡城址や鴻臚館などが位置す
る、歴史的価値のある公園であるとともに、春には約1,000本も
の桜が咲き誇る福岡市でも有数の桜の名所となっています。
　今年もこの時期に「福岡城さくらまつり」が開催されます。期間
中、公園一帯では様々なイベントが催され、天守台から望む桜の
絨毯や、夜間は幻想的にライトアップされた桜を楽しむことがで
きます。
　当財団は今年も期間中の土、日の２日間、約９０分間の福岡市
観光案内ボランティアによる無料のガイドツアーを開催します。
ガイドの案内を聴きながら桜咲く福岡城址を歩いてみませんか。

開催期間 3月下旬～ 4月上旬（予定） 入 場 料 無料（一部有料）

【福岡城さくらまつりに関する問合せ先】
福岡城さくらまつり実行委員会

（福岡市住宅都市局　花とみどりのまち推進部一人一花推進課）
TEL：092－711－4424

【無料ガイドツアーに関する問合せ先】
福岡城さくらまつり期間中の土・日(２日間)13:30～15:00(90分間)
TEL：092－733－5050　福岡市観光案内ボランティア担当

桜の季節は福岡城址にお越しください
～福岡城さくらまつり～
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