
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）

ディーエムソリューションズ㈱

スマートキャンプ㈱
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812-0011  福岡市博多区博多駅前1-1-1新三井ビル4F　☎092-577-2940

819-0006  福岡市西区姪浜駅南2-26-9 G-one EAST603　☎080-4277-2458

108-0073  東京都港区三田3-13-16三田43MTビル13階

福岡の街の素晴らしさを海の上から知ってください！博多湾には、まだ知られていない観光資源
があります。手軽に気軽に非日常体験。あなたの休日をランクアップしませんか？

ダイレクトメール発送代行会社として弊社は創業しました。トライ＆エラーを繰り返しながら、
2017年福岡営業所開所、東京証券取引所JASDAQ上場を果たしました。DMだけでなく、デ
ザイン、企画はもちろん商品保管、発送も一手にお受けしております。

弊社は、創設8年目の企業で、2019年に親会社であるマネーフォワードにグループジョインさ
せていただきました。事業領域はSaaS業界のマーケティングを一気通貫で支援しており、「テク
ノロジーで社会の非効率をなくす」をミッションに日々邁進しております。

㈱アクティネットワーク社
810-0023  福岡市中央区警固2-17-30アルバけやき通りビル4階　☎092-285-8700
Feel Fukuoka Japanでは、動画やWEB等のコンテンツ制作、マーケットリサーチ、各種プロ
モーション、多言語ソリューション等、企業様の発展に必要なあらゆる支援業務を行っています。
国内向け、国外向け、どちらもご相談ください。

永三MOTORS㈱
812-0063  福岡市東区原田4-30-8永三ビル　☎092-611-6869
弊社は、九州・沖縄地方を担当する唯一の、英国自動車メーカー、マクラーレン（McLaren）、アストンマーティン（
Aston Martin）の正規販売店であり、またアメリカ・カリフォルニアに本社を持つポルシェ車のレストア･モディフ
ァイを行うシンガー・ヴィークル・デザイン（Singer Vehicle Design）の日本唯一のパートナー（販売会社）です。

冬
No.143

セーリングサービスフクオカ

WTホテルマネジメント(同)/クロスライフ博多 柳橋

815-0075  福岡市南区長丘３丁目9-4 IMD LABO 3F　☎092-554-3888

810-0003  福岡市中央区春吉1丁目6番5号　☎092-733-3900

「九州の旬 博多廊」「AUTHENTIC LIVING BUTCHER NYC」「西中州　星期菜」など福岡を代
表するレストランの商品や会議弁当、オードブルなどお客様のご要望、ご予算に合わせてご提
案させて頂きます。レストランの商品ならではの味を是非ご賞味ください。

自分らしく思いきり福岡を楽しめる場所。当ﾎﾃﾙは博多、天神へのアクセスに優れているのはもちろん、柳橋連合市場をはじめとした日本の
情緒的な路地のある風景を残した街並みに若手ｱｰﾃｨｽﾄのｷﾞｬﾗﾘｰといった新しい文化が融合した「歩いて楽しい町」の中にあります。スタン
ダードな客室はもちろん、四人でお泊りいただける客室もご用意。さまざまなﾀｲﾌﾟのなかから、ご自身のニーズに合わせてお選びください。

㈱フーデリジェンス
814-0032  福岡市早良区小田部2-6-18とり庄ビル　☎092-600-8030
和を中心に季節を感じさせるお弁当をお届けします。福岡最大級の品ぞろえの中からお選びい
ただけます。またご要望に応じた献立もご対応いたします。

ダイオーミウラ㈱九州営業所
812-0035  福岡市博多区中呉服町3-11キョーエイ呉服町ビル3F　☎092-282-3730
脱プラスチック文具の紙製ファイル「ECOFA]やプラスチック代替え「エリプラペーパー」、フィ
ルム包材の減プラ「FSエリプラライト」等環境に配慮した印刷加工品の企画製造を行っていま
す。また業務の自動化・省力化をサポートするRFID等のご提案も行います。

IMD LABO㈱/博多ぐるめ便

PikaPage Japan㈱
819-0168  福岡市西区今宿駅前１丁目10-28グランメゾン九大学研都市102 
オーストリア製ボートの輸入販売を行っています。また、日本全国にローイングの魅力を伝える
ため、体験会やレッスン、ローイングイベントの企画運営も行っています。

KCJ GROUP㈱/キッザニア福岡
812-8627  福岡市博多区那珂6-23-1三井ショッピングパークららぽーと福岡内　☎050-3188-5352
キッザニアは楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。キッザニ
ア福岡は、豊洲、甲子園に続き日本で3番目の施設です。3歳から15歳のこども達は、約60のパ
ビリオンで約100種類の仕事やサービスを体験できます。

年頭のご挨拶
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コンベンションカレンダー

　あけましておめでとうございます。新年
の始まりにあたり、謹んでお慶びを申し上
げます。 
　これまで福岡市は、「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、特に課題であった都市活力を高
めるためのチャレンジを行ってきました。
　その結果、国内外から「元気な都市」とし
て評価をいただくようになったのは大変う

れしいことですし、市税収入も７年連続で過去最高を更新、人口
も163万人となり、さらに増加を続けるなど、数字からも福岡市
の勢いが感じられます。
今後も20年、30年先を見据え、次世代に明るい未来を引き

継ぐためのチャレンジを続けていくことが重要です。
こうしたチャレンジの象徴として、福岡市では今年から、次代

を担う子どもや若者の意見も取り入れながら、まちづくりの長
期計画である「マスタープラン」の策定をスタートします。
また、3月には、地下鉄七隈線がついに全線開通を迎えます。

七隈線沿線から博多駅のアクセスが向上するとともに、都心部
の渋滞や地下鉄混雑の緩和にもつながります。天神ビッグバ
ン、博多コネクティッドでのビルの建替えも進み、福岡市が持続
可能で、国際競争力の高いまちへと生まれ変わる大事な１年に
なると期待しています。７月には、待ちに待った世界水泳選手権
がいよいよ開催されます。日本や世界が未来に踏み出すきっか
けとなるよう、全力で大会を成功へと導きます。
このほか、博多部の歴史・伝統・文化を際立たせる「博多旧

市街プロジェクト」、身近な自然の魅力を高める「Fukuoka 
East&West Coast」、アート溢れる街を目指す「Fukuoka Art 
Next」、などのプロジェクトも着実に進めます。
こうした未来への種まきを今こそしっかりと進め、多くの観

光・ビジネス客に選ばれる都市となるよう「人」、「環境」、「都市活
力」が高い次元で調和したアジアのリーダー都市の実現に向け
て、観光・MICEの振興を推進してまいりますので、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。
最後に、皆様の今年一年のご健勝とご活躍を心から祈念し、

新年のあいさつとさせていただきます。

髙島宗一郎
福岡市長

　明けましておめでとうございます。謹ん
で新年のお慶びを申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症で大きな打
撃を受けてきた観光・ＭＩＣＥ産業は、昨年
来、回復に向けて歩を進めつつあります。
昨年５月の「博多どんたく港まつり」を皮切
りに、７月の「博多祇園山笠」、９月の「筥崎宮
放生会」など福岡の代表的な祭りが執り行
われ、街に活気が戻りました。10月には水

際対策が緩和されたことで、福岡の街にも再び、多くの外国人
観光客が訪れるようになりました。
2023年は、観光・ＭＩＣＥ市場にとって本格回復の年となり、地

域経済の振興につながるように当財団としても手を尽くしてま
いります。
コロナ禍は、人の動きがある日突然止まってしまうという現

実を、私たちに突きつけました。同時に、人と人が直接会うこと
の大切さや、旅先でさまざまなコト・モノを体験する喜びを再認
識するきっかけになったと考えます。サステナブルな視点も、よ
り一層求められるようになりました。
今後の観光振興には、こうした環境や価値観の変化を念頭に

置きながら、送客を待つだけではなく、観光地としての魅力を
高めていくことが大切です。そのために当財団は、受入環境の
充実はもちろん、世界に誇る福岡独自の歴史や伝統文化を
人々の心をひきつける観光資源へと磨き上げていくことに、力
を入れてまいります。また、福岡の特色を生かしたワーケーショ
ンの推進や滞在型のコンテンツ造成など、ニューノーマル時代
の多様なツーリズムにも対応していきます。
加えて、都市のプレゼンス向上や地域活性化につながる質

の高いＭＩＣＥ誘致に向け、より一層努力してまいります。
福岡では、今年７月に「世界水泳選手権」が開催されます。福

岡・九州の魅力を世界に発信する好機であり、当財団としても、
外国人観光客への対応力や情報発信力の向上に努めます。　
　結びに、本年が皆様にとりまして、輝かしい年となりますよう、
心からお祈りし、年頭の挨拶とさせていただきます。

　　　　

谷 川 浩 道
福岡観光コンベンションビューロー

会 長

オーシャンズ・フクオカ
読者プレゼント

オーシャンズフクオカ読者のみなさまへ博多の季節を感じる「2023
年博多カレンダー」を抽選でプレゼントいたします。右記の二次元
コードよりお申込みください。

抽選で
名様10締　切／2023年2月21日（火）

2 0 2 3
H A K A T A
C A L E N D A R

令和５年
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FUKUOKA TOPICS
フクオカ トピックス

福岡観光コンベンションビューロー（FCVB）の賛助会員企業・団体の皆様からの情報提供や、FCVBスタッフの
リサーチによる、観光・MICEに関連したトピックスをご紹介します。

 (株)Zero-Tenは、2022年12月１日に福岡市博多区に食とエンターテイメントを融合したカルチャー発信の複合施
設「010 BUILDING」（ゼロイチゼロ ビルディング）をオープンしました。

福岡市地下鉄「七隈線」延伸開業
福岡市の西南部地域は、長年、慢性的な交通渋滞が発生し、まちづくり

における大きな課題となっていた。この課題解決に向け、効率的で利便性
の高い公共交通を整備し、均衡のとれたまちづくりを推進するため、
2005年2月に地下鉄七隈線（橋本～天神南）が開業した。
その後、都心部における利便性向上、交通渋滞や地下鉄空港線の混雑

緩和を目指し、七隈線延伸事業（天神南～博多）を進めており、2023年3
月27日に延伸開業を迎える。延伸区間には、博多の総鎮守の名を冠した
「櫛田神社前駅」も設置される。

開業により、西南部地域から博多駅までが乗り換えなしで繋がることか
ら、七隈線の各駅から博多駅までの移動時間は約14分短縮される。また、
博多駅で七隈線と空港線のホームを動く歩道付きの「のりかえ通路」でつ
なぎ、改札を通らずに約3分で乗り換えが可能となるなど、利便性が向上
する。
新駅には、地下鉄駅で全国初の地中熱の活用やLED照明の全面採用、

スポット空調など、環境に配慮した最新鋭の技術を導入し、温室効果ガス
の排出量削減に取り組んでいる。
３月の開業に向け、いよいよカウントダウンが始まった。『博多まで一本。

博多から一本。』をキャッチコピーに、ますます便利で住みやすい街「福岡」
の成長を期待したい。

福岡市植物園「ボタニカルライフスクエア」
福岡市植物園には、日々の生活や活動の中に、花や緑を

取り込んだライフスタイルを発見・発想・発信することを目
的とした施設が、2023年春に誕生する。最大100人を収
容できるホールや、花や緑の魅力を体験できるサロン、屋
外のホワイエ・芝生広場など、開放感あふれるロケーション
で、市民の活動と出会いによって生み出される｢新しいボタ
ニカルライフ｣に期待が高まる。

コンコース内には福岡にゆかりのある伝統工芸品の展示も

新しい櫛田神社前駅の改札口

ボタニカルライフスクエアの完成イメージ

住吉神社能楽殿
住吉神社では、2023年秋の竣工を目指し、新しい能楽

殿を建設中である。今後、福岡市で開催される学会などの
ユニークベニューとしての利用が期待されている。
舞台では能楽等芸能公演を、客席はレセプションや展示

会場として、幅広い活用が可能となる予定だ。

能楽殿内観

Pick Up  

新型コロナの感染拡大の影響により停止していた博多港のクルーズ船の受け入れが２年９ケ月ぶりに再
開しました。１１月４日夕刻、再開後の初めてのクルーズ船となる「にっぽん丸」が多くの乗客を乗せて博多港
を出港しました。

表紙の写真

― いつから構想を練られていたのですか？
3、4年前からですね。僕らは海外に拠点も多く、海外の色々

な人たちと話したりする中で、こういうスポットが福岡にもあ
ればと考えていました。そして、ガガン（シェフ）、曽野さん（建
築家）…世界で活躍する方々との出会いの中で構想がどんど
ん固まってきました。

― どのようなところにこだわりましたか？
昔、ニューヨークのアートギャラリーの人に美術館とかを地

方都市で作る時のポイントは何かを聞いたことがありました。
その時に「いわゆる世界で流行っている作品ばかり並べても
勝ち目がない。地元の個性がないと完全に無視される。」とい
う話を聞きました。それが心に残っていて、地元福岡の剛さん
（シェフ）や池田さん（バーテンダー）、僕ら自身も入って創り上
げていく…世界で活躍している人と福岡の人を繋ぐ作業に１
番こだわりました。

― THEATER 010 ではどのようなショーが行
われますか？
お客様もショーの中に入り込める「イマーシブシアター」と

いうコンセプトで、ニューヨークで一番賑わっているナイトクラ
ブ「THE BOX」の演出チームと共にショーを制作しました。出
演アーティストも世界で活躍するメンバーが揃ったので、これ
まで体感したことのない時間を過ごしてもらえると思います。

― 学会での利用も可能ですか？
ぜひ使っていただきたいですね。アフターパーティーでの

貸切り等はもちろん、設備も整えていますので昼間の会議利

用も可能です。様々なスタイルのフロアがあるのでご希望に
応じて多様な使い方ができます。堅苦しくなく、面白い過ごし
方を提供できるんじゃないかと思います。

― 福岡の街についてはどう思われますか？
全員がスーツ着てパリッとする必要のない町というか、そう

いう雰囲気になっていったら、より面白い街になると思いま
す。カルチャーやセンスがいい街、遊び方や生活スタイルが
面白い街、もうほんと、アートとエンタメの街にしたいですね。
それと、この街はアート系の人がどんどん福岡の外に出て
いってしまうので、それを僕はもう止めたい。ここから世界に
行けるよ、と。アーティストを直接海外に羽ばたかせる活動を
Zero-Tenがやってかなきゃと思っています。

― 伝えたいメッセージは？
ここをきっかけに、福岡で新しいカルチャーが生まれていっ

てほしいと思います。そして、世界中の人が福岡に遊びに来る
理由のひとつになったら嬉しいです。 

010BUILDING

榎 本　二 郎(株)Zero-Ten代表取締役

３F　Goh
20年間続けた西中洲「La Maison de la Nature Goh」を閉店し、福山剛氏が 010 BUILDINGで再始動する「Goh」。シェフがプレゼンテーションを行
い、ひとつの大きなテーブルでみんなが料理を楽しむターブルドットスタイルを楽しむことができる。

３F　THEATER 010（VIPフロア）
２F　THEATER 010（メインフロア）

体験型エンターテイメント「イマーシブシアター(Immersive Theater)」。NYのナイトクラブ「THE BOX」のクリエイターチームがディレクションする
世界トップレベルのショーを、GohGanの食事やBAR010のドリンクを楽しみながら観ることができる。

２F　BAR 010
世界No.1バーテンダー金子道人氏プロデュース。また、九州最大の歓楽街・中洲で最も人気店のオーナーバーテンダー池田繁樹氏をはじめとする4
名のワールドクラスのバーテンダーがオリジナルメニューをBAR 010 のために開発。

１F　GohGan
「Asia's 50 Best Restaurants」にも度々選出された福山剛氏と、同じく「Asia's 50 Best Restaurants」で4度の1位に輝いたガガン・アナンド氏が
タッグを組んだ初めての実店舗レストラン。010BUILDING
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FUKUOKA TOPICS！

FUKUOKA TOPICS
フクオカ トピックス

福岡観光コンベンションビューロー（FCVB）の賛助会員企業・団体の皆様からの情報提供や、FCVBスタッフの
リサーチによる、観光・MICEに関連したトピックスをご紹介します。

 (株)Zero-Tenは、2022年12月１日に福岡市博多区に食とエンターテイメントを融合したカルチャー発信の複合施
設「010 BUILDING」（ゼロイチゼロ ビルディング）をオープンしました。

福岡市地下鉄「七隈線」延伸開業
福岡市の西南部地域は、長年、慢性的な交通渋滞が発生し、まちづくり

における大きな課題となっていた。この課題解決に向け、効率的で利便性
の高い公共交通を整備し、均衡のとれたまちづくりを推進するため、
2005年2月に地下鉄七隈線（橋本～天神南）が開業した。
その後、都心部における利便性向上、交通渋滞や地下鉄空港線の混雑

緩和を目指し、七隈線延伸事業（天神南～博多）を進めており、2023年3
月27日に延伸開業を迎える。延伸区間には、博多の総鎮守の名を冠した
「櫛田神社前駅」も設置される。

開業により、西南部地域から博多駅までが乗り換えなしで繋がることか
ら、七隈線の各駅から博多駅までの移動時間は約14分短縮される。また、
博多駅で七隈線と空港線のホームを動く歩道付きの「のりかえ通路」でつ
なぎ、改札を通らずに約3分で乗り換えが可能となるなど、利便性が向上
する。
新駅には、地下鉄駅で全国初の地中熱の活用やLED照明の全面採用、

スポット空調など、環境に配慮した最新鋭の技術を導入し、温室効果ガス
の排出量削減に取り組んでいる。
３月の開業に向け、いよいよカウントダウンが始まった。『博多まで一本。

博多から一本。』をキャッチコピーに、ますます便利で住みやすい街「福岡」
の成長を期待したい。

福岡市植物園「ボタニカルライフスクエア」
福岡市植物園には、日々の生活や活動の中に、花や緑を

取り込んだライフスタイルを発見・発想・発信することを目
的とした施設が、2023年春に誕生する。最大100人を収
容できるホールや、花や緑の魅力を体験できるサロン、屋
外のホワイエ・芝生広場など、開放感あふれるロケーション
で、市民の活動と出会いによって生み出される｢新しいボタ
ニカルライフ｣に期待が高まる。

コンコース内には福岡にゆかりのある伝統工芸品の展示も

新しい櫛田神社前駅の改札口

ボタニカルライフスクエアの完成イメージ

住吉神社能楽殿
住吉神社では、2023年秋の竣工を目指し、新しい能楽

殿を建設中である。今後、福岡市で開催される学会などの
ユニークベニューとしての利用が期待されている。
舞台では能楽等芸能公演を、客席はレセプションや展示

会場として、幅広い活用が可能となる予定だ。

能楽殿内観

Pick Up  

新型コロナの感染拡大の影響により停止していた博多港のクルーズ船の受け入れが２年９ケ月ぶりに再
開しました。１１月４日夕刻、再開後の初めてのクルーズ船となる「にっぽん丸」が多くの乗客を乗せて博多港
を出港しました。

表紙の写真

― いつから構想を練られていたのですか？
3、4年前からですね。僕らは海外に拠点も多く、海外の色々

な人たちと話したりする中で、こういうスポットが福岡にもあ
ればと考えていました。そして、ガガン（シェフ）、曽野さん（建
築家）…世界で活躍する方々との出会いの中で構想がどんど
ん固まってきました。

― どのようなところにこだわりましたか？
昔、ニューヨークのアートギャラリーの人に美術館とかを地

方都市で作る時のポイントは何かを聞いたことがありました。
その時に「いわゆる世界で流行っている作品ばかり並べても
勝ち目がない。地元の個性がないと完全に無視される。」とい
う話を聞きました。それが心に残っていて、地元福岡の剛さん
（シェフ）や池田さん（バーテンダー）、僕ら自身も入って創り上
げていく…世界で活躍している人と福岡の人を繋ぐ作業に１
番こだわりました。

― THEATER 010 ではどのようなショーが行
われますか？
お客様もショーの中に入り込める「イマーシブシアター」と

いうコンセプトで、ニューヨークで一番賑わっているナイトクラ
ブ「THE BOX」の演出チームと共にショーを制作しました。出
演アーティストも世界で活躍するメンバーが揃ったので、これ
まで体感したことのない時間を過ごしてもらえると思います。

― 学会での利用も可能ですか？
ぜひ使っていただきたいですね。アフターパーティーでの

貸切り等はもちろん、設備も整えていますので昼間の会議利

用も可能です。様々なスタイルのフロアがあるのでご希望に
応じて多様な使い方ができます。堅苦しくなく、面白い過ごし
方を提供できるんじゃないかと思います。

― 福岡の街についてはどう思われますか？
全員がスーツ着てパリッとする必要のない町というか、そう

いう雰囲気になっていったら、より面白い街になると思いま
す。カルチャーやセンスがいい街、遊び方や生活スタイルが
面白い街、もうほんと、アートとエンタメの街にしたいですね。
それと、この街はアート系の人がどんどん福岡の外に出て
いってしまうので、それを僕はもう止めたい。ここから世界に
行けるよ、と。アーティストを直接海外に羽ばたかせる活動を
Zero-Tenがやってかなきゃと思っています。

― 伝えたいメッセージは？
ここをきっかけに、福岡で新しいカルチャーが生まれていっ

てほしいと思います。そして、世界中の人が福岡に遊びに来る
理由のひとつになったら嬉しいです。 

010BUILDING

榎 本　二 郎(株)Zero-Ten代表取締役

３F　Goh
20年間続けた西中洲「La Maison de la Nature Goh」を閉店し、福山剛氏が 010 BUILDINGで再始動する「Goh」。シェフがプレゼンテーションを行
い、ひとつの大きなテーブルでみんなが料理を楽しむターブルドットスタイルを楽しむことができる。

３F　THEATER 010（VIPフロア）
２F　THEATER 010（メインフロア）

体験型エンターテイメント「イマーシブシアター(Immersive Theater)」。NYのナイトクラブ「THE BOX」のクリエイターチームがディレクションする
世界トップレベルのショーを、GohGanの食事やBAR010のドリンクを楽しみながら観ることができる。

２F　BAR 010
世界No.1バーテンダー金子道人氏プロデュース。また、九州最大の歓楽街・中洲で最も人気店のオーナーバーテンダー池田繁樹氏をはじめとする4
名のワールドクラスのバーテンダーがオリジナルメニューをBAR 010 のために開発。

１F　GohGan
「Asia's 50 Best Restaurants」にも度々選出された福山剛氏と、同じく「Asia's 50 Best Restaurants」で4度の1位に輝いたガガン・アナンド氏が
タッグを組んだ初めての実店舗レストラン。010BUILDING
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2022年11月、韓国釜山で開催されたアジア有機光学電子材料国際会議
（Asia NANO 2022）に出席され、４年後の福岡開催をお土産に帰国されたばか
りの玉田教授に、福岡市西区伊都キャンパスの研究室でお話を伺いました。

Ｑ１玉田先生が副会長をされている応用物理学会は、産学一体となった
大規模な学会ですが、その概要について教えてください。

春季大会は東京で、秋季大会は各地方で、毎年二回開催しています。来年には春
季は第70回、秋季は第84回となります。会員数は約2万人で、シリコンならびに化合物半導体、光・量子エレクトロニクス、有機デ
バイス、ナノカーボンなど幅広い分野をカバーしている約17の分科会から構成されており、学会はあらゆる形でその活動を支援
しています。アカデミアだけではなくて一般企業の会員が約半数おられることが応用物理学会の特長です。青色LEDでノーベル
物理学賞を輩出した学会ではありますが、自由な風土が魅力の学会と思います。

Ｑ２ コロナ禍そして、今後もハイブリッド形式による講演会開催を理事会で決定されたそうですね？
一般企業の方の強い要望もあって、コロナ禍のみならず、今後も恒常的にハイブリッド形式で学術講演会を開催することに

なりました。対面重視ということに変わりはないですが、一方で、ハイブリッド化にチャレンジし、他学会の見本となるような新し
い学会のスタイルを構築するというのが、現会長の方針です。

Ｑ３ そうしますと、応用物理学会誘致の条件はどのようなものになりますか？
これまでの条件、ポスター・企業展示会場になる大ホールと講義室40室に加えて、すべての講義室にオンラインの配信設備が

必要になります。大規模のオンライン設備が整備された会議施設となると、福岡市のような大都市でも簡単には見つからないか
もしれませんね。こうした用途は今後も増えていくと思いますし、ハイブリッドでの大規模学会の開催に今後もチャレンジしてい
きたいと考えています。

過去に先生が主催された国際会議では、これまでにない、まさ
にユニークな会場での交流会をいくつも開催されてきまし
た。今後、福岡市に期待するユニークベニューについてご意
見をいただけますか。

2012年に開催した応用物理学会M&BE主催の国際会議の時は、福岡国
際会議場から船でマリンワールドに渡ってプライベートのイルカショーを見
た後に、大水槽の前でバンケットを行いました。2016年には、日韓有機光学
電子材料国際会議のウエルカムパーティーを天神のパサージュ広場で行い
ました。一般の方もジャズ演奏が楽しめる形で開催し、新聞にも掲載されまし
た。ウォーキングツアーで櫛田神社や旧市街を回り、博多百年蔵でバンケット
を開催したこともあります。
欧米の方たちは、日本的な商店街での交流会を喜ばれますが、アジアの方

たちは、むしろおしゃれな都会的な雰囲気を好まれます。例えば、天神ビジネ
スセンター界隈などアクセスが良い都心の、ホテルとは違ったユニークな場
所で、様々な規模のイベントができたらいいなと思います。

Ｑ5 最後に、先生は九州大学男女共同参画の理事として、世界トップレベルの研究者育成に取り組んでおられ、
特に理系の女性研究者の発掘と育成においては、高く評価されていらっしゃいますね。

2019年度文部科学省補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（先導型）」に採択され、海外のトップレベルの指
導者を迎えて、研修を実施してきました。ダイバーシティが進んだ欧米では、多くの女性研究者が研究に取り組んでいますが、国
内の、特に理系では男性研究者がほとんどです。そこで、男女の大学教員が部局の垣根を超え、共に国際的環境で対等に学ぶ機
会を設けたいと教員育成研修（SENTAN-Q）を提案しました。ダイバーシティを学んだ教員のもとで、未来を担う学生たちが育っ
ていくことが重要です。今後もこうした試みを発展させていきたいと思います。

FUKUOKA TOPICS！FUKUOKA TOPICS！

主催者に聞く“Withコロナの時代” 第4回
新型コロナウィルス感染拡大の影響を受ける学会主催者の方々に、
Withコロナの時代の学会開催について、そのご苦労や今後の展望を
お聞きします。
九州大学 副学長
先導物質化学研究所 主幹教授　
公益社団法人 応用物理学会 副会長
日本学術会議 九州・沖縄地区 代表幹事

玉田　薫 先生

■九州大学伊都キャンパスにFCVBの「MICE相談デスク」開設中

Ｑ１ 今年9月に「Biofabrication2022」をイタリアの古都ピサで開催されたそ
うですが、そのご感想をお聞かせください。

コロナ以降、久しぶりに海外の対面での学会に参加することができました。オンライン
ではどうしてもコミュニケーションが制限されますので、対面でいろんな人と交流できると
いうことは、あらためて素晴らしいことだと感じました。
ヨーロッパでの学会は、歴史のある街並みや、普通の観光客では入ることができない場

所でディナーが開催されるなど、おもてなしが素晴らしかったですね。美味しい食事や会場
の雰囲気もたいへん良く、会話が弾みました。

Ｑ２ コロナ前と後において、海外の学会はどのように変化してきていますか。
極端に変わった印象はありませんが、ハイブリッド開催よりも対面での開催が良い、とい

うことは研究者仲間も口を揃えて言っています。今回の学会で普段と違ったことといえば、
中国がロックダウン中のため参加者がいなかったことくらいで、運営などにおいては特に
問題ありませんでした。
コロナ後はオンライン会議も増えてきていますが、オンラインでは盛り上がらないこと

がはっきりわかりましたね。特に海外の学会では、発表をすると質問があったり、会議後も
参加者と話をすることも多いですが、オンラインではみんなに聞こえているということもあって全然質問が無いんです。ただ画面
に向かって話すだけになってしまい、インタラクティブではなくなりますね。対面で行うと研究者の反響やコメントをいただけるの
で、あらためてその良さがわかりました。

市民生活に関しては、海外では一般的にノーマスクですが、イタリアのバスや飛行機など公共交通では、マスクの着用がアナウ
ンスされており、みんなルールを守っていましたね。

Ｑ３ 臓器再生医療という最先端の研究をなさっている先生方にとって、学会の会場選定や会場の雰囲気などにお
いて特に気をつけていらっしゃることはありますか。

まず思うのは、美味しい食べ物とお酒が人を和ませて、コミュニケーションを促進させる重要なツールであるということです。
そういう意味で、福岡でも海外の人たちに食を楽しんでもらいながら、本音でいろんな交流ができる環境を創ることが重要だと
思います。

我々の分野は、医者、工学、化学の分野など、様々な人たちが集まるので、普段接しない違う分野の人たちとの交流の場を設け
ることも重要だと考えています。特に日本人は、海外に行くと、日本人同士で集まる傾向があるので、様々な人と話すきっかけが
できるようなものを企画したいと思います。
また、海外には日本のアニメをきっかけに日本が好きになった

学生がいたり、シニア層であれば相撲のファンが多かったり、日
本に興 味を持っている人は多 いと感じています。
「Biofabrication2024」の開催時期を11月にしたのは、相撲の
九州場所が開催される時期ということも一つの要因です。

Ｑ４ 「Biofabrication202４」を福岡市で開催されるこ
とが決定したそうですが、どのような学会にしたい
とお考えでしょうか。

多くの方に福岡に来ていただきたいと考えていますが、ただ
楽しかったというだけでなく、次の研究につながる新しい発見や
出会いを期待していただきたいと思います。若い人に対しては、
今後のキャリアアップにつながる場の提供ができればと考えて
います。
さらに、福岡での開催となりますので、美味しい食事をはじめ

とした福岡の良さを堪能していただければ嬉しく思います。

大学の研究者に聞く
“Withコロナの時代の学会運営”

　九大MICE相談デスクのお問合せ先   TEL:092-733-0101 Email：mpf-kd＠welcome-fukuoka.or.jp

■中山  功一教授プロフィール
九州大学医学部医学科卒業、九州大学医学系学府機
能制御医学専攻、博士課程・博士後期課程修了、医学
博士。
2005-2006　九州大学病院整形外科 医員
2006-2009　九州大学病院整形外科特任助教
2010-2015　佐賀大学大学院工学系研究科
　　　　　　  先端融合工学講座 教授
2015- 　　　 佐賀大学医学部 臓器再生医工学講座
                    教授
2019-  　　　佐賀大学医学部附属
　　　　　　  再生医学研究センター

なかやま こういち

■玉田　薫教授プロフィール
1994年　奈良女子大学 理学博士
1995年　物質工学工業技術研究所 主任研究員
2005年　東京工業大学 准教授
2006年　シンガポール国立大学 連携教授
2007年　東北大学 電気通信研究所 教授
2011年　九州大学 先導物質化学研究所 教授
2020年　九州大学 副学長

たまだ　 かおる

　　　　　　

佐賀大学医学部附属再生医学研究センター長で、整形外科学、臓器再生、医工学、
バイオ３Dプリンタなどの研究をされている中山功一教授にお話を伺いました。

■バイオ３Dプリンター
細胞の塊（スフェロイド）を剣山状の針にデータ通りに積み上げ、立体的な組織や臓器を製
造するシステム。

Ｑ4 
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2022年11月、韓国釜山で開催されたアジア有機光学電子材料国際会議
（Asia NANO 2022）に出席され、４年後の福岡開催をお土産に帰国されたばか
りの玉田教授に、福岡市西区伊都キャンパスの研究室でお話を伺いました。

Ｑ１玉田先生が副会長をされている応用物理学会は、産学一体となった
大規模な学会ですが、その概要について教えてください。

春季大会は東京で、秋季大会は各地方で、毎年二回開催しています。来年には春
季は第70回、秋季は第84回となります。会員数は約2万人で、シリコンならびに化合物半導体、光・量子エレクトロニクス、有機デ
バイス、ナノカーボンなど幅広い分野をカバーしている約17の分科会から構成されており、学会はあらゆる形でその活動を支援
しています。アカデミアだけではなくて一般企業の会員が約半数おられることが応用物理学会の特長です。青色LEDでノーベル
物理学賞を輩出した学会ではありますが、自由な風土が魅力の学会と思います。

Ｑ２ コロナ禍そして、今後もハイブリッド形式による講演会開催を理事会で決定されたそうですね？
一般企業の方の強い要望もあって、コロナ禍のみならず、今後も恒常的にハイブリッド形式で学術講演会を開催することに

なりました。対面重視ということに変わりはないですが、一方で、ハイブリッド化にチャレンジし、他学会の見本となるような新し
い学会のスタイルを構築するというのが、現会長の方針です。

Ｑ３ そうしますと、応用物理学会誘致の条件はどのようなものになりますか？
これまでの条件、ポスター・企業展示会場になる大ホールと講義室40室に加えて、すべての講義室にオンラインの配信設備が

必要になります。大規模のオンライン設備が整備された会議施設となると、福岡市のような大都市でも簡単には見つからないか
もしれませんね。こうした用途は今後も増えていくと思いますし、ハイブリッドでの大規模学会の開催に今後もチャレンジしてい
きたいと考えています。

過去に先生が主催された国際会議では、これまでにない、まさ
にユニークな会場での交流会をいくつも開催されてきまし
た。今後、福岡市に期待するユニークベニューについてご意
見をいただけますか。

2012年に開催した応用物理学会M&BE主催の国際会議の時は、福岡国
際会議場から船でマリンワールドに渡ってプライベートのイルカショーを見
た後に、大水槽の前でバンケットを行いました。2016年には、日韓有機光学
電子材料国際会議のウエルカムパーティーを天神のパサージュ広場で行い
ました。一般の方もジャズ演奏が楽しめる形で開催し、新聞にも掲載されまし
た。ウォーキングツアーで櫛田神社や旧市街を回り、博多百年蔵でバンケット
を開催したこともあります。
欧米の方たちは、日本的な商店街での交流会を喜ばれますが、アジアの方

たちは、むしろおしゃれな都会的な雰囲気を好まれます。例えば、天神ビジネ
スセンター界隈などアクセスが良い都心の、ホテルとは違ったユニークな場
所で、様々な規模のイベントができたらいいなと思います。

Ｑ5 最後に、先生は九州大学男女共同参画の理事として、世界トップレベルの研究者育成に取り組んでおられ、
特に理系の女性研究者の発掘と育成においては、高く評価されていらっしゃいますね。

2019年度文部科学省補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（先導型）」に採択され、海外のトップレベルの指
導者を迎えて、研修を実施してきました。ダイバーシティが進んだ欧米では、多くの女性研究者が研究に取り組んでいますが、国
内の、特に理系では男性研究者がほとんどです。そこで、男女の大学教員が部局の垣根を超え、共に国際的環境で対等に学ぶ機
会を設けたいと教員育成研修（SENTAN-Q）を提案しました。ダイバーシティを学んだ教員のもとで、未来を担う学生たちが育っ
ていくことが重要です。今後もこうした試みを発展させていきたいと思います。

FUKUOKA TOPICS！FUKUOKA TOPICS！

主催者に聞く“Withコロナの時代” 第4回
新型コロナウィルス感染拡大の影響を受ける学会主催者の方々に、
Withコロナの時代の学会開催について、そのご苦労や今後の展望を
お聞きします。
九州大学 副学長
先導物質化学研究所 主幹教授　
公益社団法人 応用物理学会 副会長
日本学術会議 九州・沖縄地区 代表幹事

玉田　薫 先生

■九州大学伊都キャンパスにFCVBの「MICE相談デスク」開設中

Ｑ１ 今年9月に「Biofabrication2022」をイタリアの古都ピサで開催されたそ
うですが、そのご感想をお聞かせください。

コロナ以降、久しぶりに海外の対面での学会に参加することができました。オンライン
ではどうしてもコミュニケーションが制限されますので、対面でいろんな人と交流できると
いうことは、あらためて素晴らしいことだと感じました。
ヨーロッパでの学会は、歴史のある街並みや、普通の観光客では入ることができない場

所でディナーが開催されるなど、おもてなしが素晴らしかったですね。美味しい食事や会場
の雰囲気もたいへん良く、会話が弾みました。

Ｑ２ コロナ前と後において、海外の学会はどのように変化してきていますか。
極端に変わった印象はありませんが、ハイブリッド開催よりも対面での開催が良い、とい

うことは研究者仲間も口を揃えて言っています。今回の学会で普段と違ったことといえば、
中国がロックダウン中のため参加者がいなかったことくらいで、運営などにおいては特に
問題ありませんでした。
コロナ後はオンライン会議も増えてきていますが、オンラインでは盛り上がらないこと

がはっきりわかりましたね。特に海外の学会では、発表をすると質問があったり、会議後も
参加者と話をすることも多いですが、オンラインではみんなに聞こえているということもあって全然質問が無いんです。ただ画面
に向かって話すだけになってしまい、インタラクティブではなくなりますね。対面で行うと研究者の反響やコメントをいただけるの
で、あらためてその良さがわかりました。

市民生活に関しては、海外では一般的にノーマスクですが、イタリアのバスや飛行機など公共交通では、マスクの着用がアナウ
ンスされており、みんなルールを守っていましたね。

Ｑ３ 臓器再生医療という最先端の研究をなさっている先生方にとって、学会の会場選定や会場の雰囲気などにお
いて特に気をつけていらっしゃることはありますか。

まず思うのは、美味しい食べ物とお酒が人を和ませて、コミュニケーションを促進させる重要なツールであるということです。
そういう意味で、福岡でも海外の人たちに食を楽しんでもらいながら、本音でいろんな交流ができる環境を創ることが重要だと
思います。

我々の分野は、医者、工学、化学の分野など、様々な人たちが集まるので、普段接しない違う分野の人たちとの交流の場を設け
ることも重要だと考えています。特に日本人は、海外に行くと、日本人同士で集まる傾向があるので、様々な人と話すきっかけが
できるようなものを企画したいと思います。
また、海外には日本のアニメをきっかけに日本が好きになった

学生がいたり、シニア層であれば相撲のファンが多かったり、日
本に興 味を持っている人は多 いと感じています。
「Biofabrication2024」の開催時期を11月にしたのは、相撲の
九州場所が開催される時期ということも一つの要因です。

Ｑ４ 「Biofabrication202４」を福岡市で開催されるこ
とが決定したそうですが、どのような学会にしたい
とお考えでしょうか。

多くの方に福岡に来ていただきたいと考えていますが、ただ
楽しかったというだけでなく、次の研究につながる新しい発見や
出会いを期待していただきたいと思います。若い人に対しては、
今後のキャリアアップにつながる場の提供ができればと考えて
います。
さらに、福岡での開催となりますので、美味しい食事をはじめ

とした福岡の良さを堪能していただければ嬉しく思います。

大学の研究者に聞く
“Withコロナの時代の学会運営”

　九大MICE相談デスクのお問合せ先   TEL:092-733-0101 Email：mpf-kd＠welcome-fukuoka.or.jp

■中山  功一教授プロフィール
九州大学医学部医学科卒業、九州大学医学系学府機
能制御医学専攻、博士課程・博士後期課程修了、医学
博士。
2005-2006　九州大学病院整形外科 医員
2006-2009　九州大学病院整形外科特任助教
2010-2015　佐賀大学大学院工学系研究科
　　　　　　  先端融合工学講座 教授
2015- 　　　 佐賀大学医学部 臓器再生医工学講座
                    教授
2019-  　　　佐賀大学医学部附属
　　　　　　  再生医学研究センター

なかやま こういち

■玉田　薫教授プロフィール
1994年　奈良女子大学 理学博士
1995年　物質工学工業技術研究所 主任研究員
2005年　東京工業大学 准教授
2006年　シンガポール国立大学 連携教授
2007年　東北大学 電気通信研究所 教授
2011年　九州大学 先導物質化学研究所 教授
2020年　九州大学 副学長

たまだ　 かおる

　　　　　　

佐賀大学医学部附属再生医学研究センター長で、整形外科学、臓器再生、医工学、
バイオ３Dプリンタなどの研究をされている中山功一教授にお話を伺いました。

■バイオ３Dプリンター
細胞の塊（スフェロイド）を剣山状の針にデータ通りに積み上げ、立体的な組織や臓器を製
造するシステム。

Ｑ4 
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2022年10月、約3年ぶりに韓国から100名余りの大型インセン
ティブツアーの一行が福岡空港に到着し、旅行会社の皆さんと
MPFスタッフが揃ってお迎えしました。来福を心待ちにされていた
皆さまの笑顔に接し、お迎えした側も大いに元気づけられました。
コロナ蔓延防止のための水際対策緩和に伴い、タイ、台湾、イン

ドネシアなどアジア各国から、2022年はすでに1000名※を超える
インセンティブツアーが戻ってきており、2023年以降のさらなる増
加が期待されます。※2022年11月末時点、MPF調べ

再開したリアル商談会や海外のイベントへ参加！
コロナ下ではオンラインで出展していた国際MICE業界の商談会に、2022年9月以

降ようやくリアル参加できるようになり、MPFスタッフが下記イベントに参加しました。
バンコクで行われた商談会では、日本への旅行を待ちわびているタイやフィリピンなど

の海外サプライヤーより、多数
問い合わせをいただきました。
9月、韓国グンサン市で開催さ
れた2022 GSTC アジア太平
洋地域持続可能な観光会議に
参加し、福岡の取組を発表しま
した。10月には、イタリアミラノ
で開催されたＬＧＢＴQツーリズ
ム協会の国際会議に、大阪観
光局スタッフとともに参加し、
新たな市場開拓のリサーチを
行いました。2023年も、海外商
談会等への参加を予定してい
ます。

▶Meeting Place Fukuoka（MPF）

　日本とスウェーデンの20大学で構成される国際コンソーシアム「MIRAI2.0」が、2022年
11月15日～18日に九州大学伊都キャンパスにて、『Research＆Innovation Week2022』
を開催しました。
　スウェーデンのヨーテボリ大学学長をはじめ、ルン

ド大学、ウプサラ大学他から約３００名の先生方をお迎えしました。国内は九州大学をは
じめ名古屋大学、早稲田大学、上智大学他から多数の講演者やパネリストが参加して、
AI、Ageing、Innovation ＆ Entrepreneurship、Material Science、Sustainabilityの
5つのテーマについて、3年ぶりとなる対面での議論を交わしました。
スウェーデンから来福された研究者たちをお迎えするにあたり、「福岡グローバル

MICEスクール」を受講している九州大学の学生も実践研修の場として参加しました。福
岡の土産菓子を手に、九州大学の紹介や福岡の名所案内など身振り手振りを交えた英
会話で来場者と楽しく談笑する姿が見られました。FCVBスタッフは、福岡名産品のPRと
エクスカーションに同行し、福岡の秋の味を来場者に堪能していたただきました。

『日本×スウェーデン  MIRAI 2.0』＠九州大学伊都キャンパス 開催

ウェルカムギフトのエコバッグに、笑顔のタイのゲストたち

バルセロナで開催されたMICE商談会

戻ってきたインセンティブツアー

9月15日～17日

9月20日～22日

9月22日～25日

10月25日～28日

11月29日～12月1日

12月7日～12月8日

2022 GSTC アジア太平洋地域持続可能な観光会議

IT&CM Asia 2022

Visit Japan トラベルマート2022

IGLTA Global Convention

IBTM World 2022

MICE EXPO in Kansai 2022

グンサン

バンコク

東京

ミラノ

バルセロナ

大阪

実施時期 イベント名 開催都市
200名

300社

150社

300名

300社

1000社

参加規模
サステナブルツーリズム

MICEバイヤー

アジア各国バイヤー

LGBTQツーリズム

MICEバイヤー

MICEバイヤー

テーマ/対象
1月29日（日）にオンラインで開催される令和4年度WEB版「福岡検定」。
受験予定の皆様、申込はもうお済みでしょうか？個人受験の申込締切は1月23日（月）、団体受験の申込締切は1月13日

（金）となっています。受験予定の方はお忘れなくお申し込みください！
特に団体受験をお考えの方は個人受験より締切が早いのでご注意ください。
福岡が誇る魅力の数々をより広く、より深く知っていただき、「福岡通」になっていただくための「福岡検定」。最近は、会社

や部署単位で団体受験する企業やグループも増えています。この機会にぜひ受験してみてください！
皆様のチャレンジを心よりお待ちしております！

令和4年度WEB版「福岡検定」受験申込締切は1月23日！お申込みはお早めに！

【令和4年度WEB版「福岡検定」概要】
・試　験　日：2023（令和5）年１月29 日（日）
・試験申込締切：個人2023年1月23日（月）／団体2023年1月13日（金）
・試験実施方法：インターネットに接続されたパソコン（※）からの
　　　　　　　　オンライン試験 ※タブレット、スマートフォン含む
・試 験 区 分：初級、中級、上級 （上級は中級合格者のみ受験可）

11月16日、福岡国際会議場にて「賛助会員交流会2022」を開催し
ました。参加者数は昨年を大幅に上回り、PRブースは過去最多の30社
が出展、視察ツアーやビジネスマッチングにも多くの方にご参加いた
だき、活気にあふれた交流の場となりました。ご参加いただいた皆様、
ご協力いただいた皆様へ、心より御礼申し上げます。

「賛助会員交流会2022」を開催しました

PRブース展示　講演会

海外の旅行会社、ミーティング・コンベンションプラナー等MICE関連事業者様向
けに福岡の魅力を発信するオンラインFAMトリップを実施します。FAMトリップと
は、誘致促進のため関係者に現地を視察してもらうツアーで今回はオンライン配信
形式で実施します。福岡ならではの特別な体験や新施設の情報などを福岡市国際交
流員のカールさんが紹介します。下記にて開催いたしますのでぜひご覧ください。

Fantastic FukuokaオンラインFAMトリップ開催のお知らせ

・日　　時：2023年1月31日（火）14:00～14:30  ※英語での配信
・申込方法：右記のQRコードよりお申し込みください。
　　　　　　※後日YouTubeでもご覧になれます。

Online Fam Trip 2023
January 31st, 14:00-14:30 JST

Copy・Paste for registration link！
https://forms.gle/rVSzyUEaCuHfcWtN7

Or just scan the QR code! 

LinkedinFacebook

MPFグローバルSNSでも
国際会議などの情報を載せ
ています。ぜひフォローして
ください！

これまで2回にわたって開催し、好評を博しました福岡市観光案内ボランティアによる“オンラインまち歩き"を開催いたします！
今回のテーマは「秀吉と福岡・博多～太閤道を辿ろう」
秀吉が開いた「太閤道」として伝承されている道をメインにして、今でも太閤さんに関わる伝承が残っている所に注目し

て案内・紹介します。また、太閤道の目的、そして秀吉の野望について深く解説する予定です。
名島、箱崎、博多、そして別府~原（太閤道）を動画とスタジオ解説でご紹介します。また今回は、その太閤道の終着点で

もある名護屋城から、名護屋城博物館の学芸員・都留先生の特別インタビューをお届けします！
豊臣秀吉が福岡・九州に残したものは何なのか？秀吉とはどんな人物だったのか？
ボランティアガイドと一緒に考えてみませんか？これまでと一味違った視点で見

慣れたまちを見ることで新しい発見ができると思います。
ぜひお申し込みをお待ちしています。

1月28日(土)　福岡市観光案内ボランティア　オンラインまち歩きを開催します！

▶観光事業部

名島城址公園

・開 催 日 時：2023年1月28日（土）11：00～12：00
・参 加 費：無料
・使用ツール：ZOOM
・申し込み方法：右記QRコードからお申し込み下さい。
・申し込み締切：2023年1月26日（木）
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ム協会の国際会議に、大阪観
光局スタッフとともに参加し、
新たな市場開拓のリサーチを
行いました。2023年も、海外商
談会等への参加を予定してい
ます。

▶Meeting Place Fukuoka（MPF）

　日本とスウェーデンの20大学で構成される国際コンソーシアム「MIRAI2.0」が、2022年
11月15日～18日に九州大学伊都キャンパスにて、『Research＆Innovation Week2022』
を開催しました。
　スウェーデンのヨーテボリ大学学長をはじめ、ルン

ド大学、ウプサラ大学他から約３００名の先生方をお迎えしました。国内は九州大学をは
じめ名古屋大学、早稲田大学、上智大学他から多数の講演者やパネリストが参加して、
AI、Ageing、Innovation ＆ Entrepreneurship、Material Science、Sustainabilityの
5つのテーマについて、3年ぶりとなる対面での議論を交わしました。
スウェーデンから来福された研究者たちをお迎えするにあたり、「福岡グローバル

MICEスクール」を受講している九州大学の学生も実践研修の場として参加しました。福
岡の土産菓子を手に、九州大学の紹介や福岡の名所案内など身振り手振りを交えた英
会話で来場者と楽しく談笑する姿が見られました。FCVBスタッフは、福岡名産品のPRと
エクスカーションに同行し、福岡の秋の味を来場者に堪能していたただきました。

『日本×スウェーデン  MIRAI 2.0』＠九州大学伊都キャンパス 開催

ウェルカムギフトのエコバッグに、笑顔のタイのゲストたち

バルセロナで開催されたMICE商談会

戻ってきたインセンティブツアー

9月15日～17日

9月20日～22日

9月22日～25日

10月25日～28日

11月29日～12月1日

12月7日～12月8日

2022 GSTC アジア太平洋地域持続可能な観光会議

IT&CM Asia 2022

Visit Japan トラベルマート2022

IGLTA Global Convention

IBTM World 2022

MICE EXPO in Kansai 2022

グンサン

バンコク

東京

ミラノ

バルセロナ

大阪

実施時期 イベント名 開催都市
200名

300社

150社

300名

300社

1000社

参加規模
サステナブルツーリズム

MICEバイヤー

アジア各国バイヤー

LGBTQツーリズム

MICEバイヤー

MICEバイヤー

テーマ/対象
1月29日（日）にオンラインで開催される令和4年度WEB版「福岡検定」。
受験予定の皆様、申込はもうお済みでしょうか？個人受験の申込締切は1月23日（月）、団体受験の申込締切は1月13日

（金）となっています。受験予定の方はお忘れなくお申し込みください！
特に団体受験をお考えの方は個人受験より締切が早いのでご注意ください。
福岡が誇る魅力の数々をより広く、より深く知っていただき、「福岡通」になっていただくための「福岡検定」。最近は、会社

や部署単位で団体受験する企業やグループも増えています。この機会にぜひ受験してみてください！
皆様のチャレンジを心よりお待ちしております！

令和4年度WEB版「福岡検定」受験申込締切は1月23日！お申込みはお早めに！

【令和4年度WEB版「福岡検定」概要】
・試　験　日：2023（令和5）年１月29 日（日）
・試験申込締切：個人2023年1月23日（月）／団体2023年1月13日（金）
・試験実施方法：インターネットに接続されたパソコン（※）からの
　　　　　　　　オンライン試験 ※タブレット、スマートフォン含む
・試 験 区 分：初級、中級、上級 （上級は中級合格者のみ受験可）

11月16日、福岡国際会議場にて「賛助会員交流会2022」を開催し
ました。参加者数は昨年を大幅に上回り、PRブースは過去最多の30社
が出展、視察ツアーやビジネスマッチングにも多くの方にご参加いた
だき、活気にあふれた交流の場となりました。ご参加いただいた皆様、
ご協力いただいた皆様へ、心より御礼申し上げます。

「賛助会員交流会2022」を開催しました

PRブース展示　講演会

海外の旅行会社、ミーティング・コンベンションプラナー等MICE関連事業者様向
けに福岡の魅力を発信するオンラインFAMトリップを実施します。FAMトリップと
は、誘致促進のため関係者に現地を視察してもらうツアーで今回はオンライン配信
形式で実施します。福岡ならではの特別な体験や新施設の情報などを福岡市国際交
流員のカールさんが紹介します。下記にて開催いたしますのでぜひご覧ください。

Fantastic FukuokaオンラインFAMトリップ開催のお知らせ

・日　　時：2023年1月31日（火）14:00～14:30  ※英語での配信
・申込方法：右記のQRコードよりお申し込みください。
　　　　　　※後日YouTubeでもご覧になれます。

Online Fam Trip 2023
January 31st, 14:00-14:30 JST

Copy・Paste for registration link！
https://forms.gle/rVSzyUEaCuHfcWtN7

Or just scan the QR code! 

LinkedinFacebook

MPFグローバルSNSでも
国際会議などの情報を載せ
ています。ぜひフォローして
ください！

これまで2回にわたって開催し、好評を博しました福岡市観光案内ボランティアによる“オンラインまち歩き"を開催いたします！
今回のテーマは「秀吉と福岡・博多～太閤道を辿ろう」
秀吉が開いた「太閤道」として伝承されている道をメインにして、今でも太閤さんに関わる伝承が残っている所に注目し

て案内・紹介します。また、太閤道の目的、そして秀吉の野望について深く解説する予定です。
名島、箱崎、博多、そして別府~原（太閤道）を動画とスタジオ解説でご紹介します。また今回は、その太閤道の終着点で

もある名護屋城から、名護屋城博物館の学芸員・都留先生の特別インタビューをお届けします！
豊臣秀吉が福岡・九州に残したものは何なのか？秀吉とはどんな人物だったのか？
ボランティアガイドと一緒に考えてみませんか？これまでと一味違った視点で見

慣れたまちを見ることで新しい発見ができると思います。
ぜひお申し込みをお待ちしています。

1月28日(土)　福岡市観光案内ボランティア　オンラインまち歩きを開催します！

▶観光事業部

名島城址公園

・開 催 日 時：2023年1月28日（土）11：00～12：00
・参 加 費：無料
・使用ツール：ZOOM
・申し込み方法：右記QRコードからお申し込み下さい。
・申し込み締切：2023年1月26日（木）



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）

ディーエムソリューションズ㈱

スマートキャンプ㈱
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812-0011  福岡市博多区博多駅前1-1-1新三井ビル4F　☎092-577-2940

819-0006  福岡市西区姪浜駅南2-26-9 G-one EAST603　☎080-4277-2458

108-0073  東京都港区三田3-13-16三田43MTビル13階

福岡の街の素晴らしさを海の上から知ってください！博多湾には、まだ知られていない観光資源
があります。手軽に気軽に非日常体験。あなたの休日をランクアップしませんか？

ダイレクトメール発送代行会社として弊社は創業しました。トライ＆エラーを繰り返しながら、
2017年福岡営業所開所、東京証券取引所JASDAQ上場を果たしました。DMだけでなく、デ
ザイン、企画はもちろん商品保管、発送も一手にお受けしております。

弊社は、創設8年目の企業で、2019年に親会社であるマネーフォワードにグループジョインさ
せていただきました。事業領域はSaaS業界のマーケティングを一気通貫で支援しており、「テク
ノロジーで社会の非効率をなくす」をミッションに日々邁進しております。

㈱アクティネットワーク社
810-0023  福岡市中央区警固2-17-30アルバけやき通りビル4階　☎092-285-8700
Feel Fukuoka Japanでは、動画やWEB等のコンテンツ制作、マーケットリサーチ、各種プロ
モーション、多言語ソリューション等、企業様の発展に必要なあらゆる支援業務を行っています。
国内向け、国外向け、どちらもご相談ください。

永三MOTORS㈱
812-0063  福岡市東区原田4-30-8永三ビル　☎092-611-6869
弊社は、九州・沖縄地方を担当する唯一の、英国自動車メーカー、マクラーレン（McLaren）、アストンマーティン（
Aston Martin）の正規販売店であり、またアメリカ・カリフォルニアに本社を持つポルシェ車のレストア･モディフ
ァイを行うシンガー・ヴィークル・デザイン（Singer Vehicle Design）の日本唯一のパートナー（販売会社）です。

冬
No.143

セーリングサービスフクオカ

WTホテルマネジメント(同)/クロスライフ博多 柳橋

815-0075  福岡市南区長丘３丁目9-4 IMD LABO 3F　☎092-554-3888

810-0003  福岡市中央区春吉1丁目6番5号　☎092-733-3900

「九州の旬 博多廊」「AUTHENTIC LIVING BUTCHER NYC」「西中州　星期菜」など福岡を代
表するレストランの商品や会議弁当、オードブルなどお客様のご要望、ご予算に合わせてご提
案させて頂きます。レストランの商品ならではの味を是非ご賞味ください。

自分らしく思いきり福岡を楽しめる場所。当ﾎﾃﾙは博多、天神へのアクセスに優れているのはもちろん、柳橋連合市場をはじめとした日本の
情緒的な路地のある風景を残した街並みに若手ｱｰﾃｨｽﾄのｷﾞｬﾗﾘｰといった新しい文化が融合した「歩いて楽しい町」の中にあります。スタン
ダードな客室はもちろん、四人でお泊りいただける客室もご用意。さまざまなﾀｲﾌﾟのなかから、ご自身のニーズに合わせてお選びください。

㈱フーデリジェンス
814-0032  福岡市早良区小田部2-6-18とり庄ビル　☎092-600-8030
和を中心に季節を感じさせるお弁当をお届けします。福岡最大級の品ぞろえの中からお選びい
ただけます。またご要望に応じた献立もご対応いたします。

ダイオーミウラ㈱九州営業所
812-0035  福岡市博多区中呉服町3-11キョーエイ呉服町ビル3F　☎092-282-3730
脱プラスチック文具の紙製ファイル「ECOFA]やプラスチック代替え「エリプラペーパー」、フィ
ルム包材の減プラ「FSエリプラライト」等環境に配慮した印刷加工品の企画製造を行っていま
す。また業務の自動化・省力化をサポートするRFID等のご提案も行います。

IMD LABO㈱/博多ぐるめ便

PikaPage Japan㈱
819-0168  福岡市西区今宿駅前１丁目10-28グランメゾン九大学研都市102 
オーストリア製ボートの輸入販売を行っています。また、日本全国にローイングの魅力を伝える
ため、体験会やレッスン、ローイングイベントの企画運営も行っています。

KCJ GROUP㈱/キッザニア福岡
812-8627  福岡市博多区那珂6-23-1三井ショッピングパークららぽーと福岡内　☎050-3188-5352
キッザニアは楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。キッザニ
ア福岡は、豊洲、甲子園に続き日本で3番目の施設です。3歳から15歳のこども達は、約60のパ
ビリオンで約100種類の仕事やサービスを体験できます。

年頭のご挨拶
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2023年福岡に誕生する新たな施設
賛助会員情報：010BUILDING 
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FCVB(観光事業部) 事業紹介
FCVB（MPF）事業紹介
コンベンションカレンダー

　あけましておめでとうございます。新年
の始まりにあたり、謹んでお慶びを申し上
げます。 
　これまで福岡市は、「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、特に課題であった都市活力を高
めるためのチャレンジを行ってきました。
　その結果、国内外から「元気な都市」とし
て評価をいただくようになったのは大変う

れしいことですし、市税収入も７年連続で過去最高を更新、人口
も163万人となり、さらに増加を続けるなど、数字からも福岡市
の勢いが感じられます。
今後も20年、30年先を見据え、次世代に明るい未来を引き

継ぐためのチャレンジを続けていくことが重要です。
こうしたチャレンジの象徴として、福岡市では今年から、次代

を担う子どもや若者の意見も取り入れながら、まちづくりの長
期計画である「マスタープラン」の策定をスタートします。
また、3月には、地下鉄七隈線がついに全線開通を迎えます。

七隈線沿線から博多駅のアクセスが向上するとともに、都心部
の渋滞や地下鉄混雑の緩和にもつながります。天神ビッグバ
ン、博多コネクティッドでのビルの建替えも進み、福岡市が持続
可能で、国際競争力の高いまちへと生まれ変わる大事な１年に
なると期待しています。７月には、待ちに待った世界水泳選手権
がいよいよ開催されます。日本や世界が未来に踏み出すきっか
けとなるよう、全力で大会を成功へと導きます。
このほか、博多部の歴史・伝統・文化を際立たせる「博多旧

市街プロジェクト」、身近な自然の魅力を高める「Fukuoka 
East&West Coast」、アート溢れる街を目指す「Fukuoka Art 
Next」、などのプロジェクトも着実に進めます。
こうした未来への種まきを今こそしっかりと進め、多くの観

光・ビジネス客に選ばれる都市となるよう「人」、「環境」、「都市活
力」が高い次元で調和したアジアのリーダー都市の実現に向け
て、観光・MICEの振興を推進してまいりますので、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。
最後に、皆様の今年一年のご健勝とご活躍を心から祈念し、

新年のあいさつとさせていただきます。

髙島宗一郎
福岡市長

　明けましておめでとうございます。謹ん
で新年のお慶びを申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症で大きな打
撃を受けてきた観光・ＭＩＣＥ産業は、昨年
来、回復に向けて歩を進めつつあります。
昨年５月の「博多どんたく港まつり」を皮切
りに、７月の「博多祇園山笠」、９月の「筥崎宮
放生会」など福岡の代表的な祭りが執り行
われ、街に活気が戻りました。10月には水

際対策が緩和されたことで、福岡の街にも再び、多くの外国人
観光客が訪れるようになりました。
2023年は、観光・ＭＩＣＥ市場にとって本格回復の年となり、地

域経済の振興につながるように当財団としても手を尽くしてま
いります。
コロナ禍は、人の動きがある日突然止まってしまうという現

実を、私たちに突きつけました。同時に、人と人が直接会うこと
の大切さや、旅先でさまざまなコト・モノを体験する喜びを再認
識するきっかけになったと考えます。サステナブルな視点も、よ
り一層求められるようになりました。
今後の観光振興には、こうした環境や価値観の変化を念頭に

置きながら、送客を待つだけではなく、観光地としての魅力を
高めていくことが大切です。そのために当財団は、受入環境の
充実はもちろん、世界に誇る福岡独自の歴史や伝統文化を
人々の心をひきつける観光資源へと磨き上げていくことに、力
を入れてまいります。また、福岡の特色を生かしたワーケーショ
ンの推進や滞在型のコンテンツ造成など、ニューノーマル時代
の多様なツーリズムにも対応していきます。
加えて、都市のプレゼンス向上や地域活性化につながる質

の高いＭＩＣＥ誘致に向け、より一層努力してまいります。
福岡では、今年７月に「世界水泳選手権」が開催されます。福

岡・九州の魅力を世界に発信する好機であり、当財団としても、
外国人観光客への対応力や情報発信力の向上に努めます。　
　結びに、本年が皆様にとりまして、輝かしい年となりますよう、
心からお祈りし、年頭の挨拶とさせていただきます。

　　　　

谷 川 浩 道
福岡観光コンベンションビューロー

会 長

オーシャンズ・フクオカ
読者プレゼント

オーシャンズフクオカ読者のみなさまへ博多の季節を感じる「2023
年博多カレンダー」を抽選でプレゼントいたします。右記の二次元
コードよりお申込みください。

抽選で
名様10締　切／2023年2月21日（火）

2 0 2 3
H A K A T A
C A L E N D A R

令和５年

※賛助会員の方は、上記記載以外及び5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。※コロナの状況により、日程、開催方法及び参加人数など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 1月 ▶ 4月
開始 終了 大会・会議の名称 参加

地区
参加
人数 開催会場 事務局・問合せ先 ☎

学
術
大
会

1月14日 1月15日 第36回JCRミッドウィンターセミナー 全国 400 福岡国際会議場（ハイブリッド開催） (一社)日本放射線科専門医会・医会  03-6435-9750

1月21日 1月22日 日本口腔インプラント学会第40回九州支
部学術大会 九州 1,000 福岡国際会議場

大会事務局：福岡歯科大学 咬合修復学講座
口腔インプラント学分野 運営事務局：㈱西日本
企画サービス 事業部

0942-44-5800

1月28日 1月28日 第37回日本脳神経血管内治療学会
九州地方会 九州 200 福岡国際会議場（ハイブリッド開催） 日本脳神経血管内治療学会九州地方会事務局 092-921-1011

2月16日 2月18日 D2Cカンファレンス  Why!? Direct. 
2023 全国 300 福岡アイランドシティフォーラム にっぽんD2C応援委員会 ー

2月18日 2月19日 第5回日本抗加齢医学会九州地方会 九州 300 JR九州ホール 日本抗加齢医学会九州地方会
 ㈱ジーニスコンベンションサービス 092-722-2811

2月23日 2月23日 ヨーガデイズ福岡2022 九州 200 福岡国際会議場（ハイブリッド開催） NPO法人ヨーガ療法士協会・福岡 ー

3月4日 3月5日 第24回日本健康支援学会年次学術大会 全国 250 福岡工業大学FITホール
（ハイブリッド開催）

福岡工業大学 教養力育成センター
九州大学基幹教育院 092-802-6071

3月10日 3月12日 第87回日本循環器学会総会・学術集会 全国 18,000
福岡国際会議場／福岡サンパレス／
福岡国際センター／マリンメッセ福岡
A館／マリンメッセ福岡B館

日本循環器学会
 ㈱コングレ九州支社 092-716-7116

3月14日 3月16日 第73回日本木材学会大会 全国 1,000 福岡大学工学部エリア／
九州大学　病院キャンパス 第73回日本木材学会大会（福岡大会）事務局 wood2023@jwrs.org

3月16日 3月18日 第20回日本臨床腫瘍学会学術集会 国際 7,000 福岡国際会議場／マリンメッセ福岡
（ハイブリッド開催）

事務局：日本臨床腫瘍学会
運営事務局：日本コンベンションサービス㈱九州支社 092-712-6201

3月24日 3月26日
The 6th International Conference on 
Electronics, Communications and 
Control Engineering (ICECC 2023) 

国際 100 福岡工業大学（ハイブリッド開催） ICECC 2023事務局 092-606-4920

3月25日 3月26日 第2回日本周産期麻酔科学会学術集会 全国 200 九州大学百年講堂（ハイブリッド開催）
事務局：九州大学大学院医学研究院 外科学講
座 麻酔・蘇生学分野
運営事務局：㈱クレッシー

092-753-9232

4月20日 4月21日 第53回MDRT日本会大会 in 福岡 全国 3,500 福岡国際会議場 MDRT日本会事務局 03-3251-3901

4月24日 4月26日 第67回日本リウマチ学会総会・学術集会 国際 7,000 福岡国際会議場/福岡国際センター/
福岡サンパレス/マリンメッセ福岡

学術集会本部：(一社)日本リウマチ学会
事務局：JCR2023サポート準備室（㈱コングレ） 03-3510-3701

展
示
会・イ
ベ
ン
ト

2月6日 2月8日 ビューティーワールドジャパン福岡 国際 5,000 マリンメッセ福岡A館 ビューティーワールドジャパン事務局（メッセ・フ
ランクフルトジャパン㈱） 03-3262-8939

2月25日 2月26日 九州旅行博覧会
〜トラベラーズフェス 2023〜 九州 10,000 福岡国際センター（ハイブリッド開催）

九州旅行博覧会 〜トラベラーズフェス2023〜
出展事務局
RKB毎日放送株式会社

092−844-8837

2月27日 3月12日
共栄火災スポーツフェスタ
第36回FM FUKUOKA 
海の中道 はるかぜマラソン

全国 1,500 海の中道海浜公園（ハイブリッド開催） 株式会社エフエム福岡 092-791-7290

4月6日 4月9日 SAKURA TANGO FESTIVAL 2023 全国 750 西鉄ホール/ティエンポホール ラテン文化センターティエンポ 092-762-4100


