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新年のごあいさつ
一般社団法人

あけましておめでとうございます。
まず、新型コロナウイルス感染症により事業等
に影響を受けておられる皆様、そして昨夏の豪雨
水害で被災された方々に、心よりお見舞い申し上
げます。
この一年で世の中は劇的に変わりました。想像
を絶するダメージの一方で、コロナ禍の中で好機
をどのように見つけていくかが問われています。
菅内閣の下、改革強化で競争力を取り戻すという
強い方向性が打ち出され、実行が始まっていま
す。経済界の我々がすべきはこれらの改善が進む
ように、良き提案と実行力でしっかりと実績を出
していくことです。
九州の恵まれた環境・好条件を活かし、良い成
功事例をつくって、他の地域・他の産業でも導入
されていく流れをつくる。九経連会長として『九
州から日本を動かす』を実行し、成果がはっきり
と見えるものにしていかねばと思っています。
農林水産物の輸出強化に力を入れて、第一次産
業で働く魅力を高めていきます。上質の品物があ
り、しかも日本産というブランドは先輩たちのお
陰で海外に浸透しています。残るは「売る力」を
つけることです。煮詰まる国内市場に固執せずに
アジアへの輸出市場開拓に動き、生産者の収入増
につなげていく。中国輸出の突破口づくりはいま
がチャンスと捉えています。
さらにITを活用した日々の労働量の軽減が進
み、明るい方向性が見えてくれば、若い世代が
もっと魅力を感じて地方に戻ってくる可能性も出
てくると思います。
九州地域戦略会議では、九州・沖縄・山口の知
事９人と経済４団体の長が一堂に集まり、九州独
自の発展戦略や魅力づくり、行動プランについて
話し合っています。
昨年10月の第38回会合では、自転車の国際ロー
ドレース「ツール・ド・九州・山口（仮称）
」の
2023年度開催を目指すことに合意しました。九州
はまさに自然の宝庫です。ツール・ド・フランス
のようにテレビ中継され、阿蘇の草原を背景に山
を一気に下りてくる姿や、美しい海岸沿いを走る
姿が非常に映えるはずです。一般向けのサイクル
イベントも併設し、自然志向への対応、スポーツ
ツーリズムの強化策として開催準備を進め、イン
バウンド復活への機運を盛り上げていきます。
移動や交流機会の喪失を挽回していくため、ア
ウトバウンド復興への取り組みも強化していきます。
国際金融機能誘致も大きな機会です。香港の機
能が揺れる中、政府は東京、大阪、福岡のいずれ

九州経済連合会
会 長 麻生
泰

か一つに誘致を考えています。首都圏への集中・
過密は、感染症のみならず、地震などの災害リス
クも抱えています。また、九州のクリーンエネル
ギーの比率は58％で国内断トツ。世界で主流の
ESG投資、環境金融を呼び込むためにも、九州の
エネルギー資源は大きな強みになります。
日本のブランド力、コンパクトシティ福岡の良
さ、クリーンエネルギーなどを発信し、投資マ
ネーや外国金融企業、人材の受け皿づくりへの動
きを進めていきます。こうした動きに伴い、受入
れ側の語学力の対応レベル向上が一段と重要に
なってきます。
アジア市場への足場づくりは大事です。昨年11
月、ベトナム・ハノイの日本大使館近くの一等地
に「九州プロモーションセンター」を開設しまし
た。ベトナム外務省の建物２棟を借り受け、九州
の自治体・企業等が入居し、オール九州のシンボ
ルタワーとなります。
ベトナムは、人口が約9,600万人に対して20代
以下の若者の比率は46%と非常に高く、これから
の人口増とともに一人当たりの所得の伸びが大い
に期待できます。ベトナムを拠点としてのアジア
地域への展開は、これから間違いなく伸び続ける
アジアへの大事な足場となり、このPRセンター
は大いに効果を発揮すると確信しています。
今回の事態は、地方にアドバンテージを与えま
した。感染リスクが低く、ITを活用すればどこで
も仕事ができて、暮らしやすい。安心・安全だけ
でなく、それぞれの地域がどう魅力を高めるか、
勝負の時です。地方が魅力あるビジョンや可能性
を示して動き出し、そしてその動きに具体的な数
字の伸びが伴ってくると、もっと次世代が戻って
くるはずです。
今年、九経連創立60周年を迎えるにあたり、
『九州将来ビジョン』の策定を進めています。心
の豊かさを成長につなぐ“幸せコミュニティ”づ
くりを未来のありたい姿として打ち出し、具体的
な行動と実績を示していきたいと思います。
「共生・共感・共創アイランド九州」というビ
ジョンの実現に向けて、現役のリーダーとして
我々がぜひ、事業拡大に結びつける仕掛け、仕込
みをし、実績を出していくことで、次世代に喜ん
でもらい、地元の魅力再確認につなげていきたい
ものです。
今年がそうした明るい兆しとなる１年にお互い
していきましょう。九経連はその先頭に立ってい
きたいと思います。本年もよろしくお願いします。
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九経連活動報告

九州・山口地域における新型コロナウイルス感染症への対応と九州
創生について討議 ～「創生宣言」採択と「国への提言」を取りまとめ～
と

き

ところ
出席者

１０月３０日（金）
山口市・ホテルニュータナカ
１４名

第３８回九州地域戦略会議
（九州地方知事会、九州経済連合会、九州商工会議所連合会、
九州経済同友会、九州経営者協会）

官民が一体となって、九州・山口地域の発展戦略を協議し、具体的な施策を推進する第38
回九州地域戦略会議（共同議長：九州地方知事会・広瀬勝貞会長、九経連・麻生泰会長）が山
口市で開催され、新型コロナウイルス感染症への対応等に関し、
「創生宣言」の採択と「国へ
の提言」を取りまとめた。またサイクルイベント開催に向けた準備を進めることとなった。

【審議事項】
１．新 型コロナウイルス感染症への対応と九
州創生について
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止」と
「社会経済の再活性化と九州・山口創生」につ
いて意見交換を実施した。その結果を【ポス
トコロナ時代を見据えた九州・山口創生宣言
～「九州はひとつ」の思いを胸に～】（別掲）
として取りまとめ、今後３点の柱について重
点的に進めることとした。
また、国への提言として「新型コロナウイ
ルス感染症に係る対応について」も取りまと
め、①将来にわたる感染症拡大防止に向けた
対策②社会経済の再活性化に向けた対策③地
方財政支援、の３つの項目を挙げた。
２．九州IR推進協議会（仮称）について
2019年６月の九州地域戦略会議で設置が承
認された九州IR推進PT（プロジェクトチーム）
は、これまで「九州内の広域周遊の促進に向
けた連携・受入体制の強化」や「グローバル
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MICEの九州への誘致拡大と九州観光戦略への
貢献」等について検討を行ってきた。今後、
IR開業準備を進めていく中で、九州・長崎IR
誘致の機運醸成を図りつつ、地元調達の確保
および地元とIR事業者が双方向での対話を可
能とする具体的なスキームを検討する場が必
要と考え、九州IR推進PTの発展形として「九
州IR推進協議会（仮称）
」を発足することが了
承された。今後は、同協議会にて①九州経済界
の機運醸成（イベント・セミナー等開催）②地元
調達率の向上のためのビジネスマッチングのス
キーム検討（事業者との双方向対話）を行う予定。
３．再 生可能エネルギーの産業化を目指すア
クションプラン（九州モデル）の改定につ
いて
九州地域戦略会議のもとに設置されている
「再生可能エネルギー産業化推進委員会」は
2015年に「地熱・地中熱」「海洋」「水素」の
各エネルギーに関するアクションプランを策
定 し た が、 ５ 年 間 の 取 り 組 み 検 証 と エ ネ ル
ギー情勢変化に基づき、今回アクションプラ
ンを見直した。
４．ツール・ド・九州・山口（仮称）について
サイクルイベントである「ツール・ド・九
州・山口（仮称）」の開催検討を行う大会検討
委員会から、
「UCI公認・国際レース」と「九
州一周サイクリング（サイクルツーリズム）」
を併催する大会コンセプト（方向性）等が提案

され了承された。今後は2023年の国際レース
開催に関し各県と開催地等個別協議を行い、
2021年春の戦略会議において「大会概要報告」
と「準備委員会設置」を諮る予定。
５．決算・予算、役員選任
「2019年度決算」「会計監査報告書」「2020
年度補正予算」
「2021年度予算」および「役員
（共同議長）選任」に関する報告・提案があり、
原案どおり了承された。
【報告事項】
その他の報告事項は、以下のとおり。
⑴九 州・沖縄文化力推進会議2021年度事業計
画（案）等
ポストコロナ時代を見据えた
九州・山口創生宣言

官民一体となった経済活性化に繋がる取組
・新 しい生活様式を見据えた事業展開に挑
戦する事業者への支援
・生産活動の国内回帰に向けた取組への支援
・イ ンバウンド需要回復時を見据えた取組
の推進
２ 一極集中から地方への分散に向けた取組
・地 方回帰機運の高まりを捉えた魅力づく
りと発信
・リ モートワーク・ワーケーションなど地
方への新たな人の流れの創出
・移住定住促進の強化
・人材確保の強化
３ 分散型社会を支える基盤づくり
・デ ジタル・トランスフォーメーションの
推進
・遠隔教育・医療、リモートワーク等の推進
・人 やモノの移動を容易とする地方創生回
廊の構築

１

～「九州はひとつ」の思いを胸に～
新型コロナウイルス感染症については、各
県民の新しい生活様式への対応等の取組によ
り、感染拡大は落ち着きつつある。加えて、
検査体制や医療提供体制の強化・充実などに
より、感染拡大に備えた環境が整いつつある
が、秋冬のインフルエンザ流行期を控え、引
き続き、感染拡大防止策に取り組んでいく必
要がある。
一方、経済の再活性化に向けた取組として、
「GoToキャンペーン事業」の実施やイベント開
催 規 模 の 拡 大 が 進 め ら れ て い る。 さ ら に、
様々な分野でコロナ禍を契機とした新たな
サービス・事業の展開などの活動が広がりつ
つあり、景気は持ち直しの動きが見られる。
今回の新型コロナウイルス感染症は、
「人を
思う気持ちや地域の結びつきの高まり」、
「集中
から分散」といった価値観の変化をもたらし、
デジタル化を加速させるなど、社会全体に新
しい流れをもたらしている。
成長センターであるアジアに近い、合計特
殊出生率が高い、人口移動が圏域内に留まる
率が高いといった九州・山口の強みを活かし
ながら、このようなパラダイムシフトともい
うべき新しい流れをしっかりと受け止めた上
で、今こそ官民一体となり、九州・山口創生
の実現を揺るぎないものとするため、以下の
取組を重点的に進めることを宣言する。

広瀬勝貞（右）、麻生泰（左）両共同議長による共同記者会見

出席者名簿（敬称略）
【九州地方知事会】
会 長
広瀬 勝貞（大分県知事）〈共同議長〉
副会長
中村 法道（長崎県知事）
小川
洋（福岡県知事）〈監事〉
山口 祥義（佐賀県知事）
蒲島 郁夫（熊本県知事）
河野 俊嗣（宮崎県知事）
塩田 康一（鹿児島県知事）
村岡 嗣政（山口県知事）
謝花喜一郎（沖縄県副知事）※代理
【（一社）九州経済連合会】
会 長
麻生
泰（麻生セメント㈱ 会長）〈共同議長〉
副会長
石原
進（九州旅客鉄道㈱ 特別顧問）
副会長
吉村
猛（㈱山口銀行 会長）
【九州商工会議所連合会】
会 長
藤永 憲一（㈱九電工 特別顧問）
【九州経済同友会】
代表委員 貫
正義（九州電力㈱ 相談役）

【企画調査部
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九州とベトナムとのシンボルタワー完成！
～「九州プロモーションセンターinハノイ」プレオープニングセレモニー開催～
と

き

ところ

１１月２日（月）
【九州会場】福岡市・九経連 【ベトナム会場】ハノイ市・ＫＰＣｐｏｗｅｒｅｄｂｙＴｈｅＣｏｍｐａｎｙ棟

主な出席者

【九州会場】 駐
 日ベトナム大使館 ラム・タイン・フォン副大使、在福岡ベトナム総領事館
ヴー・ビン総領事、福岡県 小川洋知事、カミチクグループ 上村昌志代表、
（一社）九州経済連合会 麻生泰会長、
（公財）国際労務管理財団 吉村郁也理事、
㈱Ｚｅｒｏ-ＴｅｎＰａｒｋ 栗原聡常務 ほか約３０名
【ベトナム会場】 在ベトナム日本国大使館 麻妻信一公使、ベトナム外務省外交団サービス局 ホアン
・トゥイ・ズオン局長代理、ベトナム計画投資省 ド・ニャット・ホアン長官、
カミチクベトナム ＪＳＣ ディン・ニャット・タン会長、上村幸生部長 ほか約５０名

㈱カミチクホールディングス（鹿児島市）の
グループ企業KAMICHIKU VIETNAM JOINT
STOCK COMPANY（本社：ベトナム・ハノ
イ市）が、ハノイ市に九州プロモーションセン
ター（以下、KPC）をプレオープンした。㈱
Zero-Ten Park（福岡市）ならびに九経連と連
携してオープンしたもので、11月２日、プレ
オープニングセレモニーが開催された。
当日は、九州とハノイをオンラインでつな
ぎ、九越双方の関係者が集い、同センターの
船出を祝うとともに、今後の利活用促進を図
るべく、関係者より祝辞が述べられた。
■九州側

九州会場の様子

・フォン副大使：コロナ禍の中、KPCの開設
に漕ぎつけた関係者の手腕を高く評価する。
KPCは九州とベトナムをつなぐ役割を効果的
に果たし、ベトナム政府が推進している投資
誘致に関する情報を迅速に関係企業へ提供す
るとともに、サプライチェーンの多元化政策
促進に貢献することを期待する。
・小川知事：九州各県は麻生会長の提案に賛
同し、KPCで九州の魅力を発信することとし
ている。今後、福岡県、九州全体としてベト
４
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ナムとの交流が、さらに幅広くかつ奥行きの
あるものとなるよう同センターを活用してい
きたい。
・麻生会長：九州の官民が同一の建物に入居
することで、オール九州のまとまりをもった
シンボルセンターをようやく開設することが
できた。今後もベトナムは日本にとって重要
なパートナー国であり、九州が先んじて同セ
ンターを設立したことは、まさに九州から日
本を動かす一つの取り組みの証といえる。

左から小川知事、ビン在福岡ベトナム総領事、
フォン駐日ベトナム副大使、麻生会長、上村カミチクグループ代表

・上村代表：KPC開設に向け、各位の多大な
る支援・尽力に対し、心より御礼申し上げる。
九州各地の企業・団体等が連携し、九州とベ
トナムとの関係強化、発展に努めていける拠
点として機能することを期待する。
・吉村理事：九州という大きな括りで、ベト
ナムとの貿易、投資、観光、人材交流等を促
進するためのゲートウェイとしての「橋頭堡」
を、ハノイに築くことが必要であると感じ、
構想の立案を行った。本日実現できたことに

大変感動している。
■ベトナム側

記念撮影の後には、KPC施設内覧会および
立食パーティーが行われた。

施設内覧の様子

ベトナム会場の様子

・麻妻公使：コロナ禍にあって、多くの交流
が停止している状況下、
「オール九州のシンボ
ルタワー」であるKPCの開設が、コロナ終息
後の交流再開に向けた礎となり、九州とベト
ナム、ひいては日本とベトナムの友好関係の
さらなる発展につながることを期待する。
・ズオン局長代理：KPCの開設が今後のベト
ナムと日本間の重要な役割として、九州・ベ
トナムの企業との協力・発展に寄与すること
を期待する。

麻妻公使

ズオン局長代理

・ホアン長官：KPCには「橋」の役割を期待
する。その意図するところは九州とベトナム
の多面的な協力を推進していくことである。
特に九州とベトナムとの戦略的パートナー
シップの全ての関係が今後ますます発展して
いくことを期待している。※オンライン参加
・タン会長：牛肉をはじめとする農水産物な
どの九州の一次産品は、ベトナム人消費者よ
り高く評価されている。九州とベトナムとの
友好関係をもっと緊密にするため連携し、経
済、観光、文化等の交流を推進するKPCの役
割を期待している。

立食パーティー

また、11月６日には「九州プロモーション
センターinハノイへの期待」と題したオンラ
インセミナー形式の特別講演を開催。
この特別講演は九経連会員・一般視聴者へ
配信され、延べ113名の方が聴講した。２日の
セレモニーでは伝えきれなかったKPCの詳細
について、多くの方に実感していただく機会
となった。

KPCの概要
講演前半にはカミチクベトナム JSCの現地
責任者、上村幸生部長が登壇。現地から、セン
ターの仕様・機能の最新リポートと今後の成
長に関する抱負を寄せていただいた。
KPCは、日本大使館から徒歩圏内にあるベ
トナム政府保有の不動産２棟（ともに３階建て
延床面積は約1,000㎡）を借りて運営。

うしのくら・ショールーム棟

Powered by The Company棟
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■Powered by The Company棟
コワーキングスペースのほか、２～12
人用の個室オフィスを中心とした施設。
KPCの４つのコンセプトのうち【企業】、
九州企業の支店・店舗の進出を図る。ベ
トナム進出、特にホーチミンの次にハノ
イ進出を検討している方、出張・調査の
方、ベトナム人を現地採用しているが、
勤務地が在宅やカフェの方、コロナの影
響で駐在員が減っている会社等にお勧め
だという。

コワーキングスペース全体

個室：15部屋（定員２～12名）

九経連も１Fスペースに
九 経 連 ブ ー ス を 設 け る。
九州・沖縄・山口の９県
と３政令市等が資料や映
像で、オール九州の情報
発信を行う。
KPCの４つのコンセプ
トのうち【観光】、九州の
観光・物産・文化のPRを図る。

The Company

福岡：４拠点
熊本：１拠点
セブ（フィリピン）：２拠点
ハワイ：１拠点
バンコク（タイ）：１拠点
シンガポール：１拠点
ハノイ（ベトナム）：１拠点

■和牛ダイニングうしのくら・ショールーム棟
既 に ９ 月 に オ ー プ ン し たWAGYU
DINING USHINO KURAの店舗で、九州
の食材を使用・提供する。ベトナム人富裕
層を中心に手応えを感じているという。
KPCの４つのコンセプトのうち【食育】
、九
州の食・食文化のベトナムへの展開を図る。

九州セレクション

九州から牛豚肉輸入

イベント等開催時に使用可能な展示場
や会議室なども備えており、例えば九州
の銘酒・焼酎など銘産品を展示し、期間
中レストランで提供する等の利用をお勧
めしたい。
展示場スタンディング60名

イベントスペース着席50名

さらに、KPC入居者・シェアオフィス
会員へ、シェアオフィス運営の㈱ZeroTen Parkが国内外で手掛けるThe Company
拠点の無料使用（マルチロケーション）特
典が付与される。
※九経連会員限定。

６
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また講演後半には、センター内九経連ブー
スに出展する自治体・企業・団体より４機関
に登壇いただき、このプロジェクトへの参画
の動機と今後の期待を語っていただいた。
（各団体のパンフレットはKPCを訪れる方がブース
にて手に取れるようになっている。ベトナムへの進
出相談や、ベトナム人材を求める企業はお気軽に各
団体にお問い合わせいただきたい）

自治体の参画
九州・沖縄・山口の９県を代表して、熊本
県販路拡大ビジネス課海外ビジネス展開班（松
永祐一主幹）よりご説明。2019年度事業として、
ベトナム地方都市PR、修学旅行プロモーショ
ン、人材交流セミナーが熊本で開催されたほ
か、副知事がイェンバイ省を訪問。県内から
は主に機械や食品等20数社の事業者が輸出、
現地拠点設置等により展開を図っており、今
後も成長著しい国として注目している。常設
の情報発信拠点として、また県事業者の海外
展開支援の拠点として活用していきたいと説
明された。

イェンバイ省訪問

KPC開設状況視察

進出企業へのサポート
続いて、地元の法律事務所として九州企業
の海外ビジネスを支援している、明倫国際法
律事務所（田中雅敏代表弁護士・弁理士）より
ご説明。日越双方に事務所を持ち、日本人弁
護士および日本語対応可能なベトナム人弁護
士等により、ベトナムビジネスを総合的にお
手伝い。設立、許認可取得、労務、契約、知
的財産等の各種法令関連業務はもちろん、ベ
トナム市場やビジネスについての情報提供、
交渉や検品の代行サービス、企業調査など、
KPCを訪れる九州企業のサポートを幅広く行
う体制について説明された。

【人材】、ベトナム人材募集の拠点化の部分を
サポートいただく団体からお話しいただいた。
まずは（公財）国際労務管理財団（池田英人理
事長）よりご説明。略称I.P.M.は、1993年設立
以来、外国人技能実習生の受入れ、国際人材
交流等幅広く活動。1996年に開始したベトナ
ムからの技能実習生受入れは24年の実績あり。
外国人材とのコミュニケーションを重視しな
がら、キャリアプラン形成も積極的にサポー
ト。日本では福岡と熊本の両事務所、ベトナ
ムでは現地採用のベトナム人をKPCシェアオ
フィス会員として、日越にてサポートするこ
とを説明された。

日本語センター（神戸市）

続いて、
（一社）外国人材支援機構（山口貴美
雄常務理事）よりご説明。略称HuReDeeは、双
日や経済産業省OBが中心となり設立された、
日本とベトナムを有機的につなぐ人財プラッ
トフォーム。ベトナム国立大学との提携の下
に、ベトナム理系大学生（機械・電機・IT・建
設等）に日本語教育を行い、成長戦略実現のた
めに高い専門性・技能を有する高度人材を必
要とする日本企業に結び付けるHuReDeeクラ
ス事業等を展開中であることを説明された。

ハノイ工科大学での一期生修了式

ハノイ事務所の弁護士・
パラリーガル

KPC会員/関連企業は
初回ブリーフィング無料

ベトナム人材紹介サポート
最 後 に、KPCの ４ つ の コ ン セ プ ト の う ち

日本語教育風景

ホーチミン情報技術大学
二期生クラス開講式

こうして、プレオープンが迎えられたのも
カミチク社をはじめ、関係者各位による努力
の賜物であり、謹んで敬意を表したい。本セ
ンターが、ベトナムの人々より愛される場所
となるよう、引き続き共に盛り上げていく。
【国際部 中村、西】
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コロナ禍からの復興と地域の持続的成長に向けた提言・要望活動を実施
と

き

ところ
出席者

１１月１９日（木）
東京都・首相官邸、関係省、自由民主党
１１名

西日本経済協議会

10月20日（火）に松山市で開催した西日本経済協議会第62回総会において採択した決議につ
いて、６経済連合会（中部、北陸、関西、中国、四国、九州）の会長・専務理事が、政府・与
党に対して共同で提言・要望活動を実施した。
（訪問先・面談者）
・首相官邸
内閣官房長官
・内閣府
経済再生担当大臣
デジタル改革担当大臣
・財務省
財務副大臣
・経済産業省 経済産業副大臣
・国土交通省 国土交通大臣政務官
・自由民主党 幹事長
政務調査会長
総務会長

加藤 勝信 氏
西村 康稔 氏
平井 卓也 氏
伊藤
渉氏
江島
潔氏
鳩山 二郎 氏
二階 俊博 氏
下村 博文 氏
佐藤
勉氏

各訪問先では、今年度の幹事である四国経
済連合会の佐伯勇人会長による総括的な説明
の後、各地域経済連合会の代表者が地域の取
り組みを踏まえた国への提言・要望について
発言し、活発な意見交換を行った。
〔本会麻生会長からの発言〕
・D X推進に向けて、IT人材の不足やクオリ
ティ面での懸念などからポテンシャルとの
ギャップが大きい。まずは経営層がデジタ
ル化についての重要性をしっかり理解する
ことが大事で、経営層向けの勉強会などへ
のバックアップをお願いしたい。
・国 際金融センターの福岡誘致について、税
制面をはじめとした環境整備のバックアッ
プをお願いしたい。海外の方は、福岡は地
震や津波のリスクが低く安心というイメー
ジを持っている。また、九州のクリーンエ
ネルギー比率は原子力発電の稼働もあり
58％と、2030年の日本の目標44％を既に達
成しており、環境面での印象も良いと思っ
ている。
〔政府・与党からの発言〕
・D Xの社会実装は菅内閣も３本柱の１つに掲
げる重要な施策であり、地域の基幹産業や、
８
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中小企業への技術導入に対する支援は大事。
企業トップによる勉強会についても、国と
してできることがあれば協力する。
・地 域における産業活性化に関連して、大阪
京 都 兵 庫 コ ン ソ ー シ ア ム、 福 岡 な ど を グ
ローバル拠点都市に選定。新規事業が誕生
しやすい環境を作っていこうとしている。
・エ ネルギーミックスについて、原子力を諦
めることや化石燃料を全放棄することはな
いと思う。新しい技術を導入しながら、石
油や石炭も利用していきたい。脱炭素と矛
盾しないよう、欧米等と違う発想をもって、
継続利用したい。

加藤
内閣官房長官

西村
経済再生
担当大臣

下村
自由民主党
政務調査会長

【総務広報部

立山】

九州・山口から世界へ！スタートアップと第二創業ベンチャー向け
イベントを開催〜九州・山口ベンチャーマーケット（ＫＶＭ）２０２０〜
と

き

ところ
出席者

九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会

１１月４日（水）
（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
福岡市・ＪＲ九州ホール
  沖縄県、山口県、九州経済連合会、九州商工会議所連合会、
約５００名（オンライン３００名含む）   九州経済同友会、九州経営者協会、九州ニュービジネス協議会、
  福岡証券取引所、中小企業基盤整備機構九州本部）

九州・沖縄・山口９県および本会を含む経
済団体7団体で構成するベンチャー支援組織
「九州・山口ベンチャーマーケット実行委員
会」は、各県のイチオシベンチャーを集めた
ピッチイベント「九州・山口ベンチャーマー
ケット（KVM）2020」を開催した。
第６回を迎える今回は、従来のスタートアッ
プ部門に加え、創業10年以上かつ世界を目指す
「第二創業ベンチャー部門」を新たに設立し、
本部門の大賞（グランプリ）受賞者は、Forbes
JAPANが主催する「SMALL GIANTS AWARD
2021」の九州・沖縄・山口の代表として全国
大会への出場権を獲得する。
なお、今回はリアル会場での発表＋オンラ
イン配信にて実施した。
【実施概要】
⑴開 会 に あ た り 貫 正 義 実 行 委 員 長 よ り「 九
州・山口には、この逆風下で資金調達に成
功 し て い る ベ ン チ ャ ー が あ る。 今 後 も 九
州・山口から『世界へ飛び出すベンチャー
企業』を生み出すべく、官民が一体となっ
て全力で支援する」旨挨拶があった。

⑶その後、情報通信、新製造技術、人材教育、
流通等各県イチオシベンチャーのビジネス
プランの発表があった。
審査結果は以下のとおり（全18社参加）。
〈スタートアップ部門〉
大賞

AGRIST㈱
（宮崎県）

農業の人手不足をAIと収穫ロボッ
トで解決 ～農業に投資する社会シ
ステムの共創～

優秀賞

KAICO㈱
（福岡県）

カイコによるワクチン開発

地域活 ㈱HAB&Co.
性化賞 （大分県）

ハローワークAPIを活用した自社
採用サイト構築サービス
「SHIRAHA WORK」

〈第二創業部門〉
㈱木原製作所
大賞
（山口県）

優秀賞

㈱美泉
（長崎県）

キハラの乾燥で、感動を世界に！
食品乾燥に革命をもたらす性能。
ボタン一つで輝く色ツヤ。燃費も
既存機器70％削減
「人を幸せにするモノづくり」をか
かげる縫製工場が本気でつくる日
本初モノづくり

熊 本 ネ ク ス ト 地域商社×ITで農産物や加工品な
地域活
ソサエティ㈱ どを世界に向けて流通する仕組み
性化賞
をつくる
（熊本県）

⑵続 いて来賓として、福岡県小川洋知事より
「福岡県では、これから創業希望の方の起業
マインドの醸成や、投資家やビジネスパー
トナーとの出会いの場の提供、成長・拡大
期まで一貫支援を、今後もしっかり行って
いく」旨挨拶があった。

スタートアップ部門大賞を受賞したAGRIST㈱

【産業振興部
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日誌
11月
１日（日）〜３０日（月） ［九州・沖縄・山口の給食施設、社屋等］

６日（金）

［福岡市・九経連会議室（ＷＥＢ併催）］

「九州食堂」事業

国際委員会企画部会

社員食堂で地産地消の特別メニューを提供する
「社食で地産地消」事業と、九州産の食品等を出張販
売する「出張販売で地産地消」事業の２事業からな
る「九州食堂」事業が、今年度も11月に開催され、
３年目を迎えた。
今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を
受け、参加数42社・65事業所と減少したが、実施し
た参加企業からの反応は良好であった。地産地消の
促進イベントとしても定着化が図れてきているため、
来年度以降も継続して本事業を実施していきたい。

国際委員会の2020年度上期事業実績と下期事業計
画について事務局より説明。新型コロナウイルスの
影響で事業の見直しを余儀なくされた今年度の環黄
海経済・技術交流会議、シンガポール経済交流ミッ
ションの来年度への延期方針等を報告。
そのうえで、オンライン開催などさまざまな方策
を試行しながら、MOU等を基礎にこれまで育んでき
た東アジア・アセアンとの交流を途絶えさせること
なく、アフターコロナ・ウィズコロナの中での国際
交流のスタイルを模索していることを説明した。
また議事終了後には、プレオープン直後の九州プ
ロモーションセンターをテーマに特別講演会を開催
した。

出席者：17名

参加数：42社・65事業所

６日（金）

［福岡市・九経連会議室（ＷＥＢ開催）］

「九州プロモーションセンターinハノイ」プレオープン記念特別講演
出席者：113名

２日（月） ［福岡市・九経連会議室、ハノイ市・ＫＰＣｐｏｗｅｒｅｄｂｙＴｈｅＣｏｍｐａｎｙ棟（オンライン中継）］
九州プロモーションセンターinハノイ プレオープニングセレモニー
出席者：（九州会場）約30名、
（ベトナム会場）約50名

ベトナムの首都ハノイ市に11月２日、
「九州プロ
モーションセンター」
（KPC）がプレオープンした。
当日は、九州とハノイをオンラインでつなぎ、九越
双方の関係者が集い、同センターの船出を祝った。
※本誌４～７ページに詳細を掲載

４日（水）

［福岡市・ＪＲ九州ホール（ＷＥＢ併催）］

九州・山口ベンチャーマーケット（ＫＶＭ)２０２０
出席者：約500名（オンライン300名含む）

九州・沖縄・山口９県および本会を含む経済団体
７団体で構成するベンチャー支援組織「九州・山口
ベンチャーマーケット実行委員会」は、各県のイチ
オシベンチャーを集めたピッチイベント「九州・山
口ベンチャーマーケット（KVM）2020」を開催した。
※本誌９ページに詳細を掲載
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国際委員会企画部会に引き続き、
「九州プロモー
ションセンターinハノイへの期待」と題したオンライ
ンセミナー形式の特別講演を開催。
講演前半には㈱カミチクベトナムの上村幸生部長
が登壇。11月２日にプレオープンを迎えたばかりのベ
トナム現地から、センターの仕様・機能の最新リポー
トと今後の成長に関する抱負を寄せていただいた。
また講演後半には、センター内九経連ブースに出
展する自治体・企業・団体の中から、熊本県販路拡
大ビジネス課海外ビジネス展開班（松永祐一主幹）
、
明倫国際法律事務所（田中雅敏代表弁護士・弁理士）
、
（公財）国際労務管理財団（池田英人理事長）
、
（一社）
外国人材支援機構（山口貴美雄常務理事）の４機関に
登壇いただき、このプロジェクトへの参画の動機と
今後の期待を語っていただいた。
※本誌４～７ページに詳細を掲載

９日（月）

［東京都・全国町村会館ほか］

東九州自動車道建設促進中央大会・提言活動
出席者：中央大会約100名、提言活動６名

東九州軸推進機構（会長：麻生泰九経連会長）と福
岡、大分、宮崎、鹿児島の４県、北九州市で組織す
る東九州自動車道建設促進協議会（会長：河野俊嗣宮
崎県知事）の主催により、東九州自動車道建設促進中
央大会を開催した。
その後、本機構、本協議会等の代表者が自由民主
党（野田聖子幹事長代行）
、財務省（角田隆主計局次
長）
、国土交通省（山田邦博技監、吉岡幹夫道路局長）
を訪問、本中央大会決議に基づく提言を行い、さら
に本機構会長代理の米良充典副会長（宮崎商工会議
所会頭）が東九州自動車道の早期整備のアピールを
行った。

１１日（水）

［福岡市・電気ビル共創館］

外国人留学生の九州定着に向けた意見交換会
出席者：40名

九州には多様な国・地域から多くの優秀な人材が
留学しているが、九州への定着率は全国と比べて低
い水準にある。このような状況を踏まえ、現状分析
や課題を掘り下げるべく、
（公財）九州大学学術研究都
市推進機構、九州大学ならびに本会共催で外国人留
学生の九州定着に向けた意見交換会を開催した。
まず企業側からみた留学生採用時のノウハウや元
留学生からみた九州の魅力、就職活動時の課題につ
いてお話しいただいた。その後、参加企業の間でイ
ンターンシップの有効性、現場職員のグローバルなマ
インドの必要性など、外国人材の活用に関する自社
の取り組みや課題について活発に意見が交わされた。

１３日（金）

［福岡市・九経連会議室（ＷＥＢ併催）］

九州経済国際化推進機構幹事会

出席者：会員機関33名、支援機関16名

2020年度事業の進捗状況（上期実績および下期計
画）について事務局から報告。続いて、新型コロナウ
イルス感染症の影響による今年度事業の変更におい
て発生する予算残の取り扱いについての提案を行っ
た。この予算残の取り扱いについては、臨時書面総
会へと上程された。また、会員機関・支援機関から
寄せられた2021年度事業に係るアンケート結果につ
いて説明を行った。
議事終了後には、11月６日に行われた特別講演「九
州プロモーションセンターinハノイへの期待」の模様
を上映した。多くの会員機関に、九州の現地拠点の
機能等を理解、今後の活用に向けて検討いただく好
機となった。

１４日（土）

［福岡市・九経連会議室（ＷＥＢ併催）］

九州・大学発ベンチャービジネスプランコンテスト二次審査
出席者：約150名

ベンチャー起業を目指す学生のビジネスプランに
フォーカスする第20回九州・大学発ベンチャービジネ
スプランコンテストの二次審査が本会にて行われた。
一次書類審査（55プラン）を経て、今回はオンライ
ンで学生とつなぎ24のプランを発表、審査委員はオ
フラインでの開催となった。事前にプレゼンの流れ
等「ビジネスプラン作成講座」を行い各プランとも
ブラッシュアップした成果もあり、内容の濃い発表
が学生から展開さ
れた。審査の結果、
IT、福祉、飲食関
係に係るニューノー
マルに尖った５大
学、２高専の計12
プランが最終審査
会（12月19日開催）
へと進んだ。

１７日（火）

［福岡市・九経連会議室］

第７回九州将来ビジョン検討ＷＧ
出席者：16名

九州将来ビジョンの策定に向け、７回目のＷＧを
開催した。これまで検討してきた環境分析などの
「ビジョン策定の背景」
「ありたい姿」
、その実現のた
めに取り組む「テーマ」およびその「関係図」
、さら
にテーマごとの「重点施策」について、全体のつな
がりなどを考慮してWGとしての総まとめの議論を
行った。
今回の議論の結果を踏まえ、12月７日開催の第３
回委員会にWGとしての案を諮り、最終確認を行う。
さらに年度末までにビジョン実行に向けて中期事業
計画および年度事業計画の策定を行っていく。

１７日（火）

［福岡市・九経連会議室］

「ＫＹＵＳＨＵ  ＮＥＸＴ」第３回ＷＧ
出席者：８名

第３回WGでは、10月21日に開催した「2020 ＫＹＵ
ＳＨＵ ＮＥＸＴ～われわれはどうやって九州を動かして
いくのか～」の報告を行った。そこでは、参加人数
の状況および、基調講演やパネルディスカッション
についての参加者の満足度、参加者からの意見、今
後の改善点等をアンケートの集約をもとに確認した。
その後、次年度の本セミナー開催に向け、開催方
法やテーマ等について意見交換が行われた。本ＷＧ
は、今回をもって解散し、改めて実施内容、体制等
を検討する。

１８日（水）

［福岡市・九経連会議室］

九州工業大学・長崎大学連携協定締結式
出席者：６名（記者）

九州工業大学と長崎大学は、①教育・就職支援②
共同研究③産学連携④国際連携の分野において、全
国でも画期的な包括的連携協定を締結し、その締結
式が本会会議室で挙行された。
締結式後の記者会見では、人口減少社会において
「変わらないと生き残れない」という危機感のもと
に、４分野で両大学が持つ資源を共有し、実績を重
ねることで存在感や国際的評価を高めていくことが
強調された。同席した九経連麻生泰会長からは「新
たな魅力ある大学モデルに期待する」
「経済界も連携
して相乗効果を上げていきたい」との祝辞が送られ
た。両学長からは「高度な工学系人材を育て、経済
界との関係強化を推進し、九州の産業活性化に寄与
したい」等の決意が披露された。

１９日（木）［東京都・首相官邸、関係省、自由民主党］
西日本経済協議会要望活動
出席者：11名

西日本の６つの経済連合会（中部・北陸・関西・中
国・四国・九州）で構成する同協議会は、10月20日に
松山市で開催された第62回総会にて採択した決議を
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もとに、各経済連合会が共同で、政府・与党に対し
提言・要望活動を実施した。
※本誌８ページに詳細を掲載

２４日（火）

［東京都・経団連会館よりＷＥＢ配信］

九経連・経団連共催 農業活性化に向けた企業タイアップセミナー
出席者：106名

九州において企業による農業参入をはじめとする
経済界と農業界のタイアップを促進するため、経団連
との共催で標記セミナーをオンラインにて開催した。
最初の基調講演では、九州農政局の横井績局長よ
り、九州農業の成長産業化、活力創出に向けた種々
の取り組み等をご紹介いただき、続く各県プレゼン
では、熊本、大分、宮崎の３県から農業参入の支援
体制等の説明があった。その後、㈲ワールドファー
ムの上野裕志代表取締役より「全国展開可能な農業
の実践～ワールドファームの取り組み～」
、㈱マイナ
ビの池本博則執行役員農業活性事業部長より「農業
活性化に向けた企業の役割」と題してそれぞれご講
演いただいた。 ※次号（２月号）にて詳細を掲載予定

２５日（水）

［熊本地区］

農林水産委員会林業部会  視察会
参加者：21名

林業における生産現場の視察を通じて、川上～川
下間の情報共有を行い今後の連携の機会を設けるべ
く、熊本地区での現地視察会を開催。林業における
先進事例の視察先として、木造建築現場での作業効
率を図るプレカット技術の新型設備を導入した肥後
木材㈱、CLTを用いた建築物の熊本県立農業大学校
研修交流館、木質バイオマス発電に取り組む㈱有明
グリーンエネルギーを視察した。参加者からは日頃
見ることのできない施設や新たな技術を学べて大変
良い機会であったとの声が多く、今後も先進的な事
例を学ぶ機会を企画していく。

２６日（木）［福岡市・ＦｕｋｕｏｋａＧｒｏｗｔｈＮｅｘｔよりＷＥＢ配信］
Ｓｔａｒ
ｔｕｐＧｏ
！
Ｇｏ
！
２０２０
出席者：約300名

StartupGo!Go!2020が今回は全オンラインで開催さ
れた。シード・アーリーステージのスタートアップ
を対象としたピッチコンテスト「ThePitch」が展開
さ れ、 優 勝 賞 金 100 万 円 を 競 っ た。 な お、 福 岡 市
「STARTUP FUKUOKA 3 DAYS」として、国際交
流オンラインイベント「ASCENSION 2020」
、ビジ
ネスマッチングイベント「X-Tech Match up」と相互

１
２
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に連携し、それぞれが持つ強みを活かした３日間に
わたる中日のイベントの一環として一層の盛り上が
りを見せた。
国内31、台湾他海外16のスタートアップによる３
分間のピッチを経て８チームの迫力あるファイナル
ピッチにて各賞が授与された。各企業、経済団体、
VCからの審査参加があり、九州から世界のスタート
アップとのマッチングの期待が持たれる内容であっ
た。
※次号（２月号）にて詳細を掲載予定

２６日（木）

［ＷＥＢ開催］

九州国際医療機構主催「コロナ禍における国際医療について」ウェビナー
出席者：50名

九州国際医療機構では、コロナ禍での医療機関の
負担を考慮し、積極的な活動を控えていたが、この
時期にこそ国際医療でできることを参加者に共有す
るため、標記テーマでウェビナーを開催した。
座長に感染症指定病院の福岡市民病院東秀史副院
長を迎え、講師として（医）祥仁会の千葉憲哉理事長
から長崎県のコロナ対応の体制やクルーズ船感染の
対応について、済生会福岡総合病院の関口直孝副院
長からは外国人患者受入のノウハウや対応事例・外
国人コロナ罹患患者について、アンドメディカルコ
ンサルティング㈱の森脇誠治社長からは新たなプ
ラットフォームとしての日中遠隔受診事業について、
それぞれご講演いただいた。セミナー後のアンケー
トでは、76％が「とてもよい」
、24％が「割とよい」
と回答し、ほぼ全員に満足いただいた。

２６日（木）

［ＷＥＢ開催］

海外展開支援施策説明会＆個別相談会（タイビジネスＷＥＢセミナー）
出席者：62名（個別相談会：２社３件）

「基本から学ぶビジネス成功のポイントと留意点」
と題したWEBセミナーを開催。今回のセミナーは、
これからタイ市場を目指す企業への海外展開などに
係る支援施策プログラムを構成。EPA・FTAの説明
に始まり、コロナ禍でのタイ王国経済概況および復
興支援策、さらには食品、生鮮品関連企業の進出事
例などが発表された。今回はタイ進出に向けた基礎
的な内容に特化したが、2021年３月には、今回の内容
をさらに深化させたセミナーの開催を予定している。

２６日（木）［佐賀県伊万里市・佐賀大学海洋エネルギー研究センター、玄海町・玄海エネルギーパーク］
九州エネルギー問題懇話会  エネルギー施設見学会
参加者：15名

世界的規模でのエネルギー・環境問題の解決に寄
与することを目的に海洋エネルギー利用に関する研
究を行う佐賀大学海洋エネルギー研究センターでは、
海洋温度差発電や波力発電、水素製造・貯蔵などに
ついて、世界的な研究開発状況の説明を受けた後、
さまざまな研究設備を見学した。
また、玄海エネルギーパークでは、原子力発電の
しくみについてのシアター、実物大原子炉模型や燃

料模型などを見学するとともに、展望ルームでは玄
海原子力発電所を眺望しながら安全対策工事の様子
について説明を受けた。

２７日（金）

［ＷＥＢ開催］

産業振興委員会中堅・中小企業生産性向上セミナー
出席者：117名

支援策（同：中小企業基盤整備機構）の３部構成とし
た。講演後のアンケートによると、半数以上の聴講
者から高評価を得るとともに、９割以上の方から次
回も参加したいという要請・要望があった。

３０日（月）

［九経連会議室（ＷＥＢ併催）］

農林水産委員会林業部会第１回事業ＷＧ

世界における不確実性の高まり、コロナ禍におけ
るサプライチェーン寸断の中で、企業変革力の強化、
生産性の向上、デジタル・トランスフォーメーショ
ン（DX）によるものづくり・サプライチェーンの強
化・可視化が強く求められている。今回初めてWEB
セミナーを開催し、こうした課題解決に向けて情報
提供および先進事例・支援策の紹介を行った。
講演は、①ものづくり産業が直面する課題および
DX（講師：九州経済産業局）②DX先進取り組み事例
（同：当企画部会委員２社）③生産性向上の必要性・

出席者：34名

今年度第１回の事業WGでは、委員から要望の多
かった昨今の自然災害に対する対策を知るために、
国土防災技術㈱の田中賢治取締役事業本部長より
「災害に強い森づくり」をテーマにご講演いただいた。
会の後半では、来年度の林業部会の活動骨子とも
なる「2021年度要望事項」について議論し、林業に
かかわるさまざまな課題を出席者で共有した。今後
については事務局等で意見を集約し、次回の林業部
会にて再度議論することとなった。

「～がんばろう!! ベトナム留学生応援企画～ ベトナムスマイルフェア２０２０」開催
（九経連・スマイルプロジェクト）
と

き

ところ
来場者

11月20日（金）
福岡市・電気ビル共創館１階「みらい広場」
延べ約800名

在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館、
（特非）在福岡ベトナム人協会を中心とする在九州ベトナム関
連団体と共同で、
「ベトナムスマイルフェア2020」を開催した。このフェアは、コロナ禍で生活費等に苦
しむ未来あるベトナム人留学生支援のため、ベトナムの製品や経済、文化、観光などベトナムの強みに関
する情報発信を行うとともに、ベトナムに関係する在九州商店によって輸入・生産・加工された商品を紹
介・販売し、売り上げの一部をベトナムからの在福岡留学生に寄付するもので、ウィズコロナを共助のち
からで乗り越える「九経連・スマイルプロジェクト」の一環として行われた。
ヴー・ビン総領事による開会挨拶の後、フェアがスタート。寒風の中ではあったが、前日の降雨も止
み、およそ800名が会場を訪れた。会場入口で検温と手指消毒を行い、ベトナムのグルメや食品、雑貨な
どを販売するブースで買い物をする姿が多くみられた。
訪れた方々より「コロナ禍の中、ベトナムに行った気分が味わえてよかった。ぜひ自由な渡航が再開さ
れた後、ベトナムへ足を運び、本場の雰囲気を体験したい」との声が寄せられた。
今回はベトナムからの留学生の支援を目的としたフェアであったが、今後も在福岡各国領事館とも連携
し、留学生支援のイベント企画を検討したい。
【国際部 中村】

開催の挨拶をされる在福岡ベトナム社会主義共和国
総領事館 ヴー・ビン総領事（右はロイ領事）

フェア会場風景

取材を受けるベトナム人留学生
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Mari Yoder の

Impressions of Foreigners Working in Kyushu
Interview with Kyushu Electric Power
Ms. Leonie Habraken, interviewed by Mari Yoder
Fukuoka, November 19th 2020.

Leonie Habraken was
born in the Netherlands.
After receiving a master’s
degree in English at the
university of Bristol, she
worked in finance before
switching to an editorial position in
publishing. She has been in Japan for
over three years, and works in risk
management and investor relations at
Kyushu Electric Power.
Aikido was her introduction to Japan and
Japanese culture. She has a black belt,
which she earned studying under a
famous teacher of the Shoheijuku dojo
based in Fukuoka. An avid cyclist, she
often rides to Itoshima, Dazaifu, and
other areas nearby, though she wishes
there were more cycling paths and safety
rules enforced, as they are in the
Netherlands.
Mari Yoder (MY): The Netherlands is a small
country, with roughly the same amount of land
as Kyushu. And yet, according to Statista, it
ranked 4th in the list of top export countries in
2019. Why do you think that is?
Leonie Habraken (LH): True, the Netherlands
is famous for exporting flower bulbs, and it is
also the second largest exporter of cheese,
beer, and tomatoes. I think the Dutch are a
very practical people. They’ve always been
strong in trade because of the extensive rivers
and canals that cover the entire country. The
Netherlands was also more relaxed about
religion than other countries. For example,
here in Kyushu the Portuguese arrived first to
trade but they tried to convert the Japanese.
Then the Dutch came and prioritized trade
over religion, and the Japanese were much
happier with that arrangement. I suppose that
because it is a small country surrounded by
bigger countries, we’re more flexible and used
to negotiating.
１４
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MY: Many people
don’t realize
Kyuden is also
quite involved
abroad. Could you
tell us about the
overseas projects
and investments?
LH: Kyuden International started in 1999, and
focuses solely on international business. The
two main parts are Consultancy and
Investments. We have a team of first-rate
engineers, and we consult with overseas
companies about issues and offer solutions.
Power plants are quite expensive, so Kyuden
International invests and becomes an owner of
the power plants. We currently have 14 IPP
(Independent Power Producer) projects in 13
countries, mainly in Asia. Along with growth,
there is an increasing demand for energy. We
even have four projects in the USA. The latest
project is in the Middle East, where we are not
only creating electricity, but also drinkable
water.
MY: Since Japan’s goal for 2030 is to have
44% of energy coming from zero emission
power sources, could you tell us about
Kyuden’s green energy solutions?
LH: We are doing a great deal both in Japan
and abroad to create more renewable energy.
Together with our group company, Kyuden
Mirai, we are doing our best to be green, so
we have multiple sources contributing to the
electricity that we sell to customers. We have
nuclear power, hydro power, solar power, wind
power, biomass power, geothermal power,
thermal energy from coal, and natural gas
(LNG). We also have FIT power from
customers that have solar panels, and sell
electricity to us.
Compared to the 9 other major power
companies in Japan, at 58% of our energy
producing no CO2 emissions, we have the best
score by quite a large margin.
Of all the energy sources, burning fossil fuels

has the biggest impact on the atmosphere
because of the greenhouse gasses. Nuclear,
hydro, and geothermal power are very stable,
but you can't raise or lower them really quickly
when demand increases or decreases. Wind
and solar power are particularly variable
because they’re weather dependent. Supply
and demand need to be balanced otherwise
blackouts will occur.
Coordinating this balance is of course really hard to do just with
renewables. So, for
the time being, we still
need thermal power
for its adaptability and
we try to implement
innovative technologies that reduce CO2
emissions.
MY: How do you find working at a Japanese
company?
LH: In general, I’m really happy with my job
and feel extremely lucky to work for Kyuden.
It’s a great work environment and people are
really friendly. The biggest challenge for me is
communication because Dutch people are
very direct. In many cultures, this
straightforwardness is considered rude or
abrasive, but the Dutch appreciate it.
As far as things I would like to see improve, I
think ICT is still a bit behind, but that’s a rather
widespread issue throughout Japan. And I
know from the outside our company has a
really traditional image, however when joining
the company, I discovered inside management
to be unusually open-minded. Our president
and CEO Mr. Ikebe always encourages
everyone in the company from the bottom up
to give ideas, and to voice differing opinions.
And not only the CEO, but my colleagues are
also very open-minded. They give me the
feeling that I can add value to what we are
working on even if my Japanese is not perfect,
and I really appreciate that. I’m doing my best
to learn Japanese but it’s the most difficult
language I’ve encountered so far.
MY: Do you have any advice for other
foreigners who would like to work in Kyushu?

LH: The interview process here is completely
different from the Netherlands. In Japan it’s
more of a formal interview and of course you
have to wear a suit and a white shirt. QBFKyuden Business Front helped me a lot with
getting me ready for the interview, because
there are quite a few cultural differences. I
highly recommend intaLINK, which is their new
project, connecting foreigners to Japanese
companies and helping during the interview
process.
MY: Do you have any advice for Japanese
companies looking to hire foreign talent?
LH: Just finding a foreigner and placing them
in the company will not work smoothly without
more effort. For those who aren’t so good at
Japanese, reading takes longer and
handwritten Japanese is almost impossible.
We also need help outside the company, for
things like finding guarantors or renewing
visas. Everything just takes extra time and
effort, so I would recommend that managers
check on their foreign staff members every
now and then. Ask if there is anything they are
struggling with or if they need any help.
（要旨）
11月19日、九州電力でIR業務や国際リスク管理
に携わるレオニーさんにインタビューを行った。
彼女はオランダ出身で日本に来て３年が経つ
が、合気道の黒帯を持ち、サイクリングが好きで
よく糸島や太宰府などを訪れるそうだ。
九州電力は、成長とともにエネルギー需要が高
まるアジアを中心に13カ国で14のプロジェクトに
投資し、海外電力事業に参画している。また、一
流のエンジニアを擁し、コンサルティングを通じ
て海外企業にソリューションの提供を行ってい
る。再生可能エネルギーについても国内外で取り
組んでおり、日本の主要な電力会社と比べても断
トツのCO₂排出量抑制を達成している。
レオニーさんは、オランダの率直な国民性や日
本語の難解さから、コミュニケーションに自らの課
題があるとしながらも、さまざまな意見を大事にす
る社風や職場の同僚たちがフレンドリーであるこ
とが助けになっていると感謝の気持ちを語った。
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寄稿
心豊かな生活をもたらす人に寄り添う
デジタル技術の在り方
日本ユニシス㈱

Techマーケ＆デザイン企画部上席スペシャリスト

林田 英雄
SDGsと共に注目を集める「Well-being」。コロナ禍で、健康の大切さ、自分自身の価値観や
ライフスタイルを見つめなおす動きが広がっている。今年、創立60周年を迎える本会では、
心の豊かさを成長につなぐ“幸せコミュニティ”を未来の姿として掲げ、2030年に向けた「九
州将来ビジョン」の検討を進めている。
本稿では日本ユニシス㈱より、最新のデジタルテクノロジー（ICT技術）が人に寄り添いなが
ら「Well-being」に貢献することで、Society5.0超スマート社会の豊かな生活を実現している
事例について紹介いただいた。
■コロナ禍で見つめなおされたWell-Being
新型コロナ感染症は、社会と人々の生活を

■コ ミュニティと人を通じたデジタルサービ
スが人生100年時代の健康を支える

大きく変えた。感染拡大を防ぎ生命を守りな

厚生労働省によれば、この20年で日本の平

がら経済活動を行う新しい生活様式が提唱さ

均寿命は５年ほど延びている一方で、健康寿

れた。

命の延びはそれに追いついていない。長く働

健康であり続けること、そして働き続ける

き続け、余生期を豊かに過ごすためにも、日

こと、そして生活を楽しむこと。これまで普

常生活を制限されることなく健康的に生活を

通に手に入っていたこれらのことが、毎日の

送ることのできる期間、つまり健康寿命を延

暮らしを支え、人生を豊かにしていることに

ばすことが必要不可欠となっている。デジタ

人々はあらためて気がついた。

ルによる健康サービスは健康意識の高い生活

ロ ン ド ン ビ ジ ネ ス ス ク ー ル の リ ン ダ・ グ

者を中心に利用され、その健康を支えてきた。

ラットン（Lynda Gratton）教授は、2007年生

さらに健康寿命を延ばすためには、特段意識

まれの日本人は50％の確率で107歳まで生き続

のない生活者、デジタルから遠い生活者を取

けることを示唆し、人生100年時代の到来を予

り込むために、そのライフスタイルに寄り

言した。日本政府も「人生100年時代構想会

添っていくことが重要である。

議」を立ち上げ、
「人づくり革命基本構想」を

熊本県合志市は、多くの地方都市が人口減

まとめ、対策を開始した。人生100年時代に

少傾向にある中、人口６万人強と増え続けて

は、65歳以上の人々もその健康面、意欲、能

い る 都 市 で あ る。 東 洋 経 済 社『 都 市 デ ー タ

力に応じて、長く働き続ける環境が整備され

パック』編集部発表の「住みよさランキング

る。また、リタイア後に訪れる余生を過ごす

2020」でも全国25位（九州１位）を獲得してい

期間も高年齢にシフトしてくる。

る。合志市は将来訪れる少子高齢化に対応す

新型コロナ感染症、そして人生100年の時代

るため、市民の健康課題に向き合っている。

に対応する中で、健康意識の向上、命を守る

現状では、国や熊本県と比較して平均寿命は

新たな働き方への対応、多様な世代の多様な

長いものの健康寿命が短い。また、健康診断

ライフスタイルへの対応、つまりWell-being

受診率が同規模自治体と比較して低く、検診

が人生の豊かな生活には欠かせないものであ

未受診者の生活習慣病などにかかる医療費は

ることに私たちは気づき始めている。

高いという課題を抱えていた。これらは多く
の地方都市が持つ共通の課題であり、解決す

１
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れば、労働力人口不足を緩和し、医療費と介

として開設された。会員同士が、一人一人の

護費用の抑制に結びつく。

目標や目的に沿ったトレーニングを行い、音

合志市は市民に自身の健康に関心を持って

楽に合わせみんなとエクササイズをすること

もらうため、日々の生活の中に自然に溶け込

ができる。個人や自宅では得られない健康へ

む健康サービス施策を開始した。2018年12月

の気づきを得られるコミュニティづくりを支

12日に熊本県合志市、国立大学法人熊本大学、

える場所である。

㈱ルネサンス、日本ユニシス㈱が、
「健幸都市

この取り組みでは、日々の生活に溶け込む

こうしの実現に向けた連携事業検討」に合意

ために、ICTによる健康サービスをコミュニ

し連携協定を締結した。さらに、健康づくり

ティという場やトレーナーという人を通じて

拠点の共同事業運営会社として2019年４月３

生活者に寄り添いながら提供している。運動

日にKuru-Lab㈱を設立し、Kuru-Lab㈱を加え

前や運動中の自身の状態をデジタルデータと

た五者間で、2019年８月１日に連携協定を締

して取得し、トレーナーと共に知ってもらう

結した。

ことで、これまで健康に特段の意識を持って

熊本県合志市が掲げる「健幸都市こうし」

いなかった生活者やデジタルから遠い生活者

の実現に向け、合志市がもつ資産（環境、施設

にも気づきを得るきっかけを作り、行動変容

など）と、㈱ルネサンスがもつ高齢者への健康

を促している。また、そこで得られた生活者

促進、多世代交流によるコミュニティの再生

のデータやエビデンスを生活者の同意に基づ

などのノウハウを活用し、市内に健康づくり拠

き安全安心につなげ、エコシステムに参加す

点（地域コミュニティ）の場を設けた。そこで

る自治体の施策立案やサービス事業者、研究

取得される市民の健康データ（運動・検診など）

機関、メーカー、医療機関のパーソナルヘル

を熊本大学が教育・研究に利用し、そのデータ

スケアサービスの創出に利活用することで、

を管理、流通させるプラットフォームを日本ユ

さらに生活者に寄り添った健康サービスの実

ニシスが提供する。データ提供者となる地域

現を目指している。

住民には新たな価値の還元を検討する（図１）。

さまざまなICTサービスが、健康をはじめ
とするまだまだ解決できていない課題に取り

コレカラダを中核にした取り組み
リアルな場を起点として生活者と接点をもち、日常的にデータを取得
データを企業のサービス創出や行政の健康施策に役立てます
フィットネス

人生100年時代を心身共に
健康に暮らし続ける
体組成

健康イベント

エコシステム
形成

血圧
血糖

運動
歩数

熊本大学

サービス
創出

健康経営

・・・

ヘルスケアデータ利活用
プラットフォーム

合志市

企業

ルネサンス

組むには、人々の生活を知り、寄り添ってい
くことが重要である。
■リ モートセンシング技術がエッセンシャル
ワーカーの働き方を変える

行政

豊かな生活を送るためには、健康であるこ

政策

とに加えて、働くことも大切である。コロナ

Kuru-Lab

図１ 産学官医連携によるデータに基づく健康施策の実現

禍では多くの企業がテレワークを取り入れ、
社員の健康を維持しつつも業務を遂行する新
しい働き方に取り組み始めている。その一方
で、エッセンシャルワーカーや対面サービス、

フィットネス＆コミュニティの「コレカラ

物流サービスでは、現場への移動と対面を伴

ダ」は、スタッフとコミュニケーションをと

う業務も多く、従業員は感染リスクと隣り合

りながら、他の会員と一緒に体を動かす場所

わせで働き続けている。特に医療や設備、社
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会インフラを支えるエッセンシャルワーカー

作成時間が20％に、それぞれ削減された。加

の感染防止は、従業員の保護に加えて社会と

えて設備にさまざまなセンサーを取り付け、

経済を回していくために必要不可欠となって

状態を監視することで異常をいち早く検知し、

いる。

設備故障の予兆をつかむことで計画的な保守

感染リスク対策を行いながら作業員を守る

提案を行っている。これらの省力化、省人化

ためには、現在の業務をリアルな現場で行う

の取り組みは、作業効率の向上や人手不足の

べき業務とデジタル技術を用いてリモートで

解消に貢献するとともに、現場の３密回避に

行う業務に分解し、現場に赴く従業員を限定

大きな効果をもたらしている。

す る 方 法 が あ る。 現 場 に 赴 く 作 業 員 は、 ス

これまで、企業活動のデジタル化は、取り

マートグラスなどを使い、本部の管理者とコ

組みやすいオフィス業務を中心に行われてき

ミュニケーションをとり、必要な情報やノウ

た。 こ れ ま で は 検 討 し き れ て い な か っ た

ハウの提示を受けながら作業を行う。可能な

フィールド業務にも今後は取り組みを拡大し

ら自律型走行ロボットの利用も検討する。ひ

なければならない。オフィス業務のデジタル

とつの業務を、ロボットと人間、現地作業員

活用は、従業員により柔軟な働き方とより多

と本部管理者、それぞれ得意な作業を分担す

様なライフスタイルへの対応の可能性を提供

ることで感染リスクを低減しながら業務の効

した。フィールド業務のデジタル活用におい

率化も図れる。

ても、省力化・自動化の推進だけでなく、作

設備メンテナンス会社A社とともに、日本

業員の新たな働き方により、多様化するライ

ユニシスは設備点検のデジタル化を共同で支

フスタイルに合わせて柔軟な働き方を選べる

援している（図２）
。検査現場における熟練作

環境を実現していかなくてはならない。これ

業員の五感に頼った検査、その結果の帳票入

らの取り組みを通じて、従業員全体の多様化

力などアナログな作業が多い設備点検業務を

するライフスタイルに寄り添っていくことは、

リモートセンシング技術とスマートグラス、

企業の成長に寄与していくであろう。

そしてタブレットでリデザインした。取り組

■デ ジタル技術によるリアルな体験が多様な

みの結果、熟練者の遠隔サポートにより現場

世代の多様なライフスタイルに寄り添う

の作業人数が従来の半分に、またタブレット

一人一人の豊かな生活を実現するためには、

入力やスマートグラスの音声入力により帳票

多様な世代の多様なライフスタイルに寄り添
うことがますます重要になってきている。特

モニター

リポーター

コミュニケーター

アナログ設備の
挙動を取得

点検・報告
デジタル入力

スマートグラスで
現場映像共有

に住宅や自動車は多様な嗜好が購買傾向に反
映されており、その購買はリアルな場での体
験を通じて行われてきた。

ビッグデータ

設備状態を
遠隔から把握

点検結果を
統計で可視化

ビル保全業務の

図２

１８

報告書を
デジタルで
承認・保存

機械学習

現場作業を
遠隔から
把握・指示

作業全体で50％ 以上の削減につながります。

設備点検サービス「まるっと点検」
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戸 建 て 住 宅 の 購 入 者 は 今 や30 代 が 中 心 と
なっている。企業の中心を担うこの世代は多
忙な生活を送っており、購入検討のために住
宅展示場を訪れる時間も作れないでいる。そ
の結果、住宅展示場の来場者も減少が続いて
おり、住宅メーカーは、購入者の新たなライ
フスタイルに寄り添うため、住宅展示場に代

わる新たな接点を模索していた。

オンラインで提供する価値のそれぞれを生か

住宅メーカーの「ジブンハウス」と日本ユ

しながら、顧客とのつながりをリデザインす

ニシスは、インターネット上でバーチャル住

ることで、オンラインでは難しいとされてい

宅展示場「MY HOME MARKET」の提供を

た商品も販売できるようになった。今やデジ

開始した。身近なスマートフォンを通じてア

タル技術は、顧客に寄り添い信頼関係を構築す

クセスでき、好みの住宅メーカーやプランを

るためには、なくてはならない手段となった。

選択すると、リアリティーの高いVR（仮想現

■人 を中心とし信頼されたデジタルサービス

実）により顧客はその暮らしを体感できる（図

が人々の豊かな生活を実現する

３）。こだわりのオプションを選択できる価格

これまでも人々の豊かな生活を実現するた

シミュレーション機能は、概算費用も提示す

めにデジタル技術を活用したさまざまな商品

る。デジタルチャネルの良さを生かすことで、

やサービスが生活者に提供されてきた。一方

従来ネットでは難しいとされていた住宅の販

で生活者のライフスタイルが多様化する中、

売を可能とした。また、顧客の選んだ住宅、

より多くの人がその価値を享受するためには、

オプション、暮らしのイメージを住宅メー

利用する生活者を置き去りにせず、人を中心

カーの担当者も把握できるため、商談の早い

とした取り組みを続けることが重要である。

段階で顧客の理解が進み、効果的な提案が可

生活者の視点で考えられたサービス、その

能となった。これにより契約前の商談回数も

サ ー ビ ス を 構 築 し、 提 供 す る 事 業 者、 そ の

減り、対面による接触機会削減にも効果を発

サービスで利用される最新のデジタル技術が、

揮している。

生活者に信頼され受け入れられてはじめてそ
の価値を届けることができる。
人間を中心としたサービスのデザインも多
くの企業で取り入れられている。さらに生活
者と従業員といったすべての人々を中心にビ
ジネスをデザインするために、企業が自らの
志を社会に表明して社会からの信頼を得る活
動も再び注目されている。データとAIなどの
最新のデジタル技術が信頼を得て社会的に受

図３ バーチャル住宅展示場「MY HOME MARKET」

容されるために、公平性の問題や過度な依存
の防止などの取り組みも始まっている。

バーチャル住宅展示場は多くの住宅メー

日本ユニシスは人間を中心として考え、生

カーが集うプラットフォームである。2020年

活者を理解することと併せて、当社を含むエ

５月の時点で既に10社の住宅メーカーがこの

コシステムパートナーとデジタル技術が生活

取り組みに参加し、出展している。

者から信頼を獲得する活動を行うことで、よ

多様化する世代の多様化する顧客のニーズ

り多くの人の生活を豊かにし、誰もが快適で

に応えるためには、深く顧客を理解して寄り

活力に満ちた質の高い生活を送ることのでき

添いながら、リアルな空間だけでなくデジタ

る、人間中心の社会「Society5.0」の実現に貢

ル空間でも積極的に顧客接点を構築していか

献していく。

なければならない。リアルで実現する価値と

２０２１/１

九経連月報

１
９

講演要旨

みんなで考えよう!!
明日のエネルギーと原子力
～「原子力の日」講演会～

（2020年10月20日（火）
九州エネルギー問題懇話会 エネルギー講演会での講演）

開沼博氏講演
「新型コロナウイルスと福島第一原発

事故から見る日本社会の課題」
リスクを把握するには、直接的リスクだけ
でなく間接的リスクも見る多元的リスク観を
持つことが重要である。新型コロナ禍での科
学的・社会的リスクを把握できないことによ
る混乱は、福島第一原発事故にも共通する。
福島の問題には風評が大きく関わっている。
家族や知人に福島の食べ物、福島への旅行を
勧めるかという意識調査では、３人に１人が
放射線が気になるのでためらうと回答する一
方で、その多くが福島の現実を理解していな
いと自覚し、漠然とした不安で判断している。
福島の問題には、エネルギー政策等への政
治的立場の差がもたらす「過剰な政治化」、高
度に科学的な理解を求める「過剰な科学化」、
ネガティブなイメージの「ステレオタイプ化」
という３つの壁がもたらす「語りにくさ」が
固定化している。福島を理解するには、自ら
の言葉で語れるよう、福島を知る必要がある。
本日は福島の難題を知るための12問として
ご説明する。そのうち、人口については、県
全体の人口増減率は震災前水準に戻っている
が、従来からの過疎化地域は戻っていないこ
とから、災害により少子高齢化等の潜在的な
問題が顕在化していることがわかる。また農
産物については、放射線に係る風評や消費者
意識への忖度の連鎖によりサプライチェーン
が崩壊しつつある。風評の問題を解決するた
めには、徹底的なモニタリング、相手の意識
を踏まえたターゲティング、そして固有の魅
力を訴えるブランディングが重要である。
新型コロナ、福島第一原発事故では、もと
もと燻っていた問題が顕在化している。Fact
よりもOpinionが先行する社会風潮の中、恐怖
を煽ったり誤解を放置したりしないよう意識
してさまざまな問題を見ることが大切だ。

立命館大学
衣笠総合研究機構
准教授

開沼  

第１部

２０
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第２部

博

作家・ジャーナリスト
映画「Fukushima50」
原作者

門田  隆将

門田隆将氏講演
「福島第一原子力発電所事故の真実と

コロナ禍の世界情勢」
新型コロナに関しては著書『疫病2020』に
も記したが、政府の対応が遅い。新型コロナ
との戦いは、対処可能な「普通の風邪」にで
きるかどうかの戦いであると、警鐘を鳴らす
べく情報発信している。
台湾は2003年のSARSの水際対策の失敗を
教訓に、2020年１月には入国者の徹底的な隔
離を行うなどの対策をとった。また、中国は
２月には国家薬品監督管理局がアビガンなど
の有効な治療薬を全国の病院に通知、情報を
追加しながら医療現場での治療を後押しして
国内の状況を鎮静化させている。日本でも医
療現場の努力が続いているが、感染封じ込め
には至っていない。
福島第一の事故について、最悪の事態の中
で現場がどう動き、何を感じ、どう闘ったの
かという事実を残すべく、吉田昌郎所長（当
時）をはじめとする発電所員、多くの関係者を
取材し、
『死の淵を見た男』を書いた。
2014年、朝日新聞の「所員の９割が所長命
令に違反して撤退した」との記事に対し、意
図をもった誤報だと指摘して同新聞と徹底抗
戦し、記事取り消し、社長辞任に至った。
本でも描かれているが、発電所の１・２号
中央制御室では放射線量が上がる中、当直長
以下所員が残り、事故拡大を防ぐべく決死の
覚悟で原子炉建屋に突入していた。１基でも
制御不能になれば福島第一・第二全ての原子
炉が制御不能、チェルノブイリ原発事故の約
10倍の被害となり、東日本が壊滅する。地域
の、家族の命がかかっている。緊急時対策室
で指揮を執る吉田所長以下、自分だけでなく
国家の死の淵を見た原子力プラントエンジニ
アたちによって、現場は守られたのだ。

Member Introduction

会員紹介

＜2020年８月27日入会＞

会

社

名

ハンファ生命保険株式会社

業

１
９４６年９月９日

者

代表取締役 呂 昇柱（ヨ・スンジュ）

ハンファ生命は１９４６年に大韓民国最初の生

創

命保険会社として設立以来、韓国の保険業界の

代

発展と経済成長に寄与してきました。顧客中心

事 業 内 容

保険、ローン、信託、ファンド、
退職年金

総資産は１２１兆ウォンを突破し、さらに業界を

従 業 員 数

２５，
０００名

リードして差別化されたサービスの提供と、顧

本社所在地

〒０７３４５ ５０, ６３-ｒｏ, Ｙｅｏｎｇｄｅｕｎｇｐｏｇｕ, Ｓｅｏｕ
ｌ,Ｒｅｐｕｂ
ｌ
ｉ
ｃｏｆＫｏｒｅａ

表

の経営哲学と当社だけの競争力により２０１９年

客とのコミュニケーションの強化に保険本来の
競争力を継続的に強化する一方で、デジタルと
連携した商品開発、データガバナンス中心の支
援拡大などを行い、デジタル力量高度化に急変
する市場環境に積極的に対応しています。
また、海外市場への進出により、将来の新成

【福岡事務所 】

会社概要

会社紹介

〒８１
０-０８０１ 福岡市博多区中洲
４-６-１
２ プラート中洲５Ｆ

電 話 番 号

０９２-２６３-０１
２３

関連会社等

ハンファグループ

ホームページ

www.hanwhalife.com

長動力も確保中で、２００９年に設立されたベト
ナム法人は、現地化戦略の成功に支えられ、韓
国の保険会社の海外市場への進出の成功事例と
して評価されております。２０１３年に設立され
た中国現地合弁法人とインドネシア法人も徐々
に安定的に成長基盤を構築し、今後のアジアの
主要拠点別総合金融ソリューションプロバイダ
として跳躍するために絶えず努力しています。
加えて、顧客の多様なライフスタイルに最適な
金融、健康、文化コンテンツや商品、サービス
を提供する「ＬＩＦＥＰＬＵＳ」ブランドの活動と
の共有、コラボレーションを通じて、よりよい

ハンファ生命は「すべての生命が尊重さ
れる健康的な世界」というビジョンのも
と、保険業界での競争力強化はもちろん、
革新活動を着実に続けており、持続的な成
長のための基礎を設けてきました。夢を実
現しようと挑戦している人に、さまざまな
機会と希望を提供し、その夢が実現できる
ようにすることで、革新の好循環が行われ
る代表的なオープンイノベーションプラッ
トフォームを目指して、これからもさまざ
まな夢を相互に接続する触媒となって、よ
り良い世界となるよう貢献してまいります。

価値を創出します。また、希望と夢を実現する
オープンイノベーションプラットフォーム
「ＤＲＥＡＭＰＬＵＳ」ブランディング活動を通じ
て、当社の革新を追求することはもちろん、関
連生態系の構築にも力を入れています。
今後も韓国（ソウル）はもちろん、日本（福
岡、東京）
、アメリカ（サンフランシスコ）
、中
国（北京）を中心としたグローバル拠点の確保
とネットワークの拡張を介してハンファ生命と
「ＬＩＦＥＰＬＵＳ」
「ＤＲＥＡＭＰＬＵＳ」ブランド
をより広く知らせ、パートナー社と共に成長
し、世界的な先進金融企業に跳躍していきます。

ハンファ生命本社（ソウル特別市）

２０２１/１

九経連月報

２１

KYUSHU

九州観光推進機構
ニュース
「九州八十八湯めぐり１０周年 ありがとう１０周年。これからも１０周年。
」
一般社団法人 九州観光推進機構（会長：石原 進）は、九州八十八湯めぐり１０周年を迎えるにあたって、
「ありがとう１０周年。これからも１０周年。
」をテーマに、ＪＲ九州の協力のもと２０２０年１１月２６日（木）か
ら各種企画をスタートいたしました。
「九州八十八湯めぐり」とは、２０１０年１１月２６日（イイフロの日）にスタートした、数ある九州７県の温
泉の中から「ホンモノ」にこだわって選定した温泉をめぐり、八十八の温泉を制覇して「泉人」の称号獲
得を目指す企画です。参加方法は、御湯印帳（スタンプ帳）を購入して、入った温泉のスタンプを集める
こと。集めたスタンプの数に応じて、あなたの温泉道の修行度が認定されます。１
０周年を迎えた「九州
八十八湯めぐり」では、これまで参加していただいた利用者の皆様および支えていただいた温泉施設の皆
様に感謝するとともに、これからも長く愛される「九州
八十八湯めぐり」を目指して、温泉施設からのメッセー
ジ動画の配信や「九州八百八十湯めぐり（レジェンドへ
の挑戦！）
」等、各種取り組みを実施します。 詳しくは
案内サイト（ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.８８ｏｎｓｅｎｃ
. ｏｍ/１
０ｔｈ/）をご確
認ください。

感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 58

司馬さんと歩く

そ の〔 １ 〕

〜「肥薩のみち」〜
−熊本県（人吉市）、鹿児島県（伊佐市、日置市、鹿児島市、姶良市、霧島市）−

「日本史の古代において肥後はゆうに大和朝廷に対抗しうる一大原始農業国家であった…」司馬遼太郎
さんの言である。さらに薩摩は（豊臣も徳川も太政官政権もお世辞笑いの一つも使わねばならぬ）独立性
強い軍事国家であった——と続ける。併せて「肥薩」この言葉の好きな司馬さんは「肥後から山越えで薩
摩に入ろう。途中、日本で最も豊かな隠れ里だったといわれる人吉を通って」旅をする。
それが『街道をゆく−肥薩のみち』となった。この文庫本一冊を持てば充分だ。
ただ、残念なのは、文中描かれている旧蹟やお店などが、時代とともに消滅してしまっていることだ。
司馬さんも、あの世から「え！どうして」と憤慨することだろうが…。
いつ頃、誰が、何故に「なくしたのか」の疑問や質問を、あなた自身に問いかけてみることも必要だろ
う。示唆に富む。
ところで、文化や歴史というものは目に見えにくい。見えにくいというよりも見えない。建築物のカタ
チは見えても解説板が立っていても、その奥の文化は分かりにくい。もう一歩突っ込んで知りたい——そ
んなじれったさが、
（司馬さんと一緒に旅をすると）ない。安心して身を任せて旅ができる。
司馬さんと一緒。即ち「街道をゆく」本のことである。申し訳ないが、解説者はいらない。
田原坂〜熊本城下〜八代〜球磨川を遡り〜人吉〜久七峠〜大口〜川内〜苗代川（美山）〜鹿児島市〜隼
人（蒲生郷）で旅は終わっている。
忠実にその跡をなぞれないにしても、重要ポイントを押さえながら二つの県を跨ろう。いい旅ができる。

２２
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１日目
２日目
３日目

２泊３日コース

 本空港（熊本駅）→［球磨川］→人吉市［願成寺 相良家墓地、人吉城
熊
跡、青井阿蘇神社］→久七峠［
（熊本と鹿児島の）県境碑］→伊佐市（泊）

熊本空港

 佐市［曽木の滝（公園）］→日置市［沈壽官窯、美山陶遊館］→鹿児
伊
島市（泊）
人吉市

 児島市［維新ふるさと館、かごしま近代文学館］→姶良市［蒲生の大ク
鹿
ス、武家屋敷通り（御仮屋門）、竜ヶ城磨崖一千梵字仏蹟］→霧島市［隼
人塚、隼人塚史跡館、鹿児島神宮］→鹿児島空港（鹿児島中央駅）→各地

伊佐市
鹿児島空港
姶良市
霧島市
日置市
鹿児島市

相良家墓地（人吉市）
相良氏の菩提寺は願成

人吉城跡（人吉市）

寺。裏山の木立の中に歴

西之表港

代藩主と一族がひっそり

種子島空港

と眠っている。数多い墓
日田温泉

が相良七百年の歴史を物

武雄温泉

語る。

青井阿蘇神社（人吉市）
相良家墓地（人吉市）

８０６年創建と伝えられる球磨地方を代

人吉城跡（人吉市）

表する神社のひとつ。安土桃山の様式が
独特の文化を漂わせる。２００８年、熊本県初の国宝に指定されている。

曽木の滝（伊佐市）
東洋のナイアガラと称せられ
る曽木の滝は、幅２１０ｍ、高さ
１２ｍで日本一ともいわれるその
姿は圧巻。
青井阿蘇神社（人吉市）

曽木の滝（伊佐市）

美山陶遊館（日置市）

地域の特産品販売や美山の窯元の作品コーナーがあり、四季折々の作品が楽しめる。また、薩摩焼体験コー
ナーでは、指導を受けながら気軽にろくろや手ひねりを体験できる。

蒲生の大クス（姶良市）
蒲生八幡神社境内にそびえ立つ日本一の大クスは、樹齢約１５００年、根周り３３．
５ｍ、
目通り幹囲２４．
２２ｍ、高さ約３０ｍもある。大地にどっしりと根を張る力強さ、四方に
広がる見事な枝ぶりは日本一の名にふさわしい巨木。

隼人塚史跡館（霧島市）
古くは、熊襲塚とも呼ばれ、丘の上に四天王
の石像４体と３基の五重石塔が重なっている隼
人塚（国指定史跡）
。大和朝廷に反抗し、殺され
たクマソ・隼人の霊を慰めるために建てられた
蒲生の大クス（姶良市）

などの説がある。史跡館では、パネル等で分か
りやすく学ぶことができる。

九州観光推進機構のホームページ

隼人塚史跡館（霧島市）

https://www.welcomekyushu.jp「九州旅ネット」 も併せてご覧ください。
【本件問い合わせ先】（一社）九州観光推進機構（ＴＥＬ：０９２−７５１−２９５１）
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沖縄観光通信
〜ミス沖縄がおススメする沖縄観光情報〜
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー（OCVB）
皆さま、こんにちは。ミス沖縄クリーングリーングレイシャスの新里瑞紀です。
今月は、宮古島下地島にございます「みやこ下地島空港」についてご紹介いたします。
ＹｏｕＴｕｂｅやＩ
ｎｓ
ｔ
ａｇ
ｒ
ａｍ、Ｆａｃｅｂｏｏｋを通して、沖縄の魅力をお届けしております。
ぜひチャンネル登録＆いいねをお願いします！
■「ミス沖縄公式YouTubeチャンネル」はこちら https://bit.ly/2Fa1tlW

～みやこ下地島空港～

新型コロナウイルス感染予防・拡散防止に取り組んでいます！

みやこ下地島空港は、日本国内でのパイロット養成の需要に応えるための訓練飛行場とし
て開設されました。その後２０１９年３月３０日に、
「空港から、リゾート、はじまる。
」をコンセ
プトに新ターミナルが開業しました。空港に到着した瞬間にリゾート体験のはじまりを感じ
てもらえるよう、豊かな緑や自然の光を取り込み、航空機への搭乗直前まで利用者がくつろ
げる空間が演出されております。
開放感のあるチェックインエリア、蒼く澄み渡った空を眺めながらゆっくりと待ち時間を過ごすことができる
水上ラウンジや中庭など、空港に到着した瞬間から空港を離陸する瞬間まで、リゾート気分を味わえる空港と
なっております。また、沖縄らしいあたたかで優しい時間が流れ、空港に居ることを忘れてしまうほど、とても
居心地が良く、沖縄でしか感じることのできない心和む時間を過ごすことができます。
「Ｇｒ
ａｂ ＆ Ｇｏ ｔ
ｈｅ Ｓｈｏｐ」にはみやこ下地島空港でしか購入できないお土産品も豊富に揃っていますよ。
みやこ下地島空港には、スカイマークの福岡ー下地島線が就航しています。また、那覇ー下地島線を利用する
ことで九州各地からもお得に便利にお越しいただくことができます。
宮古諸島へお越しの際は、ぜひみやこ下地島空港をご利用してみてはいかがでしょうか。
ミス沖縄クリーン
グリーングレイシャス
新里瑞紀

【今月のおススメ】桜
本格的な寒さが訪れる１月ですが、１月の平均気温が１７度前後の沖縄では１月後半
から「緋寒桜（ひかんざくら）
」という桜が咲き始め、本州とは異なる桜の美しさを感
じることができます。
緋寒桜は白色から艶やかな濃ピンク色の花を咲かせることから、
「艶やかな美人」と
いう花言葉がついたそうです。
約７，
０００本の緋寒桜が咲き誇る本部町の八重岳は人気のドライブ・散策スポットで、
私も毎年訪れる場所です。また、今帰仁城跡では、城（グスク）と桜のコンビネーショ
ンが楽しめ、美しい桜並木を歩きながら沖縄の歴史を感じる
ことができます。
冬の沖縄で、一足早い春の訪れを感じてみませんか？

ミス沖縄紹介WEBページ

https://www.ocvb.or.jp/activities/missOkinawa
も併せてご覧ください。

皆さまへ沖縄の魅力をお届けいたします。

２４
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産酒割引クーポンやＰＲイベント情報等を配信する。
また、福岡県酒造協同組合では、
「県産酒応援セッ
ト」を送料無料で購入できる「福岡の地酒・焼酎オン
ラインショップ」を開設した。
飲食店や自宅で福岡の酒を堪能いただき、福岡の酒
蔵を応援していただきたい。
「福岡の地酒・焼酎公式アプリ」ダウンロードはこちら

※Andoroid 8.0、iOS 13.0以降対応

山口

Yamaguchi

クジラを食べよう！
鯨肉消費拡大に向けた取り組みを本格化！
山口県は近代捕鯨発祥の地で、鯨との関係が深い。
これまで、県内の小中学校などに対して給食での鯨肉
提供の支援を続け、９割の学校で年１回以上鯨肉が提
供されるなど、鯨食文化の継承に努めてきた。
こうした中、２０１９年７月に３１年ぶりに商業捕鯨が再
開され、下関市では、全国唯一の母船式捕鯨業（沖合操
業）の基地として船団の出入港や鯨肉の陸揚げが行わ
れており、今後の県内での鯨産業の発展が期待される。
このため、県では、商業捕鯨再開にあわせて関係団
体との連携を強化し、鯨肉になじみのない方々にも気
軽に鯨料理を味わってもらえるよう鯨肉の消費拡大に
取り組んでいる。
昨年８月に、飲食店や旅館などを対象に、鯨肉取扱
講習会や鯨肉加工業者との商談会を開催するととも
に、新たな鯨食メニュー開発のための鯨肉サンプルを
提供するなど鯨料理店の拡大を進めている。
また、１１月には、下関市で「全国鯨フォーラム
２０２０」が開催され、県内外に捕鯨や鯨食文化をア
ピールした。
山口県では、商業捕鯨によって高品質でおいしい鯨肉
が継続的に提供されている。山
口県にお越しの際には、ぜひ、
県の特産品である鯨を味わっ
ていただきたい。
《問い合わせ先》
捕鯨母船 日新丸
山口県ぶちうまやまぐち推進課
TEL：083-933-3395

福岡

Fukuoka

福岡のお酒を飲んで、福岡の酒蔵
とお酒を応援！
福岡県は全国有数の酒蔵の数を誇る酒どころだが、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、県産酒の需
要が激減し、県内の酒蔵は厳しい状況にある。
このため福岡県では、県産酒を提供する飲食店を
「福岡の地酒・焼酎応援の店」として認定し、認定店
等を紹介するアプリを作成。アプリでは数量限定の県

▲（左）「福岡の地酒・焼酎公式アプリ」、
（右）「福岡の地酒・焼酎オンラインショップ」画面イメージ。

「福岡の地酒・焼酎オンラインショップ」はこちら
《問い合わせ先》
福岡県福岡の食販売促進課 TEL：092-643-3514

佐賀

Saga

佐賀からつくるスポーツ新時代
「ＳＡＧＡ２０２４」
サ

ガ

ニーマルニーヨン

スポーツを通して国民に勇気と希望を与えようと、
戦後（１９４６年）から毎年開催される、国内最大のス
ポーツの祭典「国民体育大会（国体）
」
。２０２４年、国民
体育大会は「国民スポーツ大会（国スポ）
」に名称が変
わり、佐賀はその始まりの地に選ばれた。そして同
年、佐賀県では初となる第２３回全国障害者スポーツ大
会（全障スポ）が開催される。両大会の愛称を「ＳＡＧＡ
２０２４」とし、新しい大会、スポーツの新時代を佐賀
からつくっていく。
本来、２０２３年に佐賀県で開催予定だった国スポ・全
障スポ。新型コロナウイルスの影響による鹿児島県か
らの延期の要請を受け入れた。県は、２３年の鹿児島大
会とＳＡＧＡ２０２４を“双子の大会”と位置づけ、両大
会での県勢の活躍を目指し、強化を続ける。参加する
選手だけでなく、両県間で幅広く交流を深め、幕末維新
の激動期に連携しながら時代を切り拓いてきた佐賀と鹿
児島が、双子の大会の成功を目指して手を携えていく。
また、
「プロジェクトＩＤＥＡ２０２４」として、体育で
はなくスポーツだからできるアイデアを募集してい
る。
「前例のない新しい大会」をみんなでつくりあげ
ていくため、２０２４個以上のアイデアが集まるよう呼
び掛けている。
すべての人にスポーツのチカラを
届ける、新しい大会へ。ぜひ一緒に。
《問い合わせ先》
佐賀県ＳＡＧＡ２０２４総務企画課
TEL：0952-25-7322
ア

ＳＡＧＡ２０２４

イ

デ

ア

検索
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長崎

Nagasaki
ながざね

リアル宝探し「ヒストリー・ハンターズ」
を楽しみながら長崎県内を旅しよう！
長崎県と長崎県観光連盟は、宝の地図を基に、県内
１２エリア（佐世保市、島原市、平戸市、松浦市、対馬
市、壱岐市、西海市、雲仙市、南島原市、東彼杵町、
川棚町、波佐見町）に隠された宝箱を探す周遊促進イ
ベント「リアル宝探し」を２月２８日（日）まで実施し
ている。参加は無料。
「リアル宝探し」とは、参加者が宝の地図（参加冊
子）を入手し、その地図に描かれた謎を解き、隠され
た手がかりを見つけながら、最終的に「宝物」である
石板パネルを見つけるというもの。宝物を探しながら
観光地の名所や隠れスポットなどに触れ、その地域で
のいろいろな発見を楽しむことができる。
参加者は、宝物の発見数に応じて、地域の特産品や
県内宿泊券など豪華賞品が当たる抽選に応募すること
ができる。１つのエリアから応募できるが、１２エリア
を全てクリアすると、当選確率が２倍となる。
この機会に、現在、国が実施している「Ｇｏ Ｔｏト
ラベル事業」を利用し、お得に長崎県内を旅していた
だき、県内各地の魅力に触れながら宝探しを楽しんで
いただきたい。
※天災など、やむを得な
い理由により中止とな
る場合がありますので
ご了承ください。

※会期中に一部展示替えあり。

《問い合わせ先》
（一社）長崎県観光連盟 TEL：095-826-9407
ながさき旅ネット

熊本

検索

Kumamoto
しげ

かた

細川コレクション「名君細川重賢と
時習館の英雄たち」展を開催！
江戸時代の中頃、藩政改革を推し進めて「肥後の鳳
凰」と讃えられた熊本藩第６代藩主・細川重賢。
延享４（１７４７）年、家督を継いだ重賢は、窮乏を極
める藩財政の建て直しに着手し、宝暦２（１７５２）年か
らは「宝暦の改革」を断行。役人の綱紀粛正を行い、
行政機構や刑法、教育の整備等、大きな成果を挙げ
た。なかでも有名なのが、熊本城二の丸に藩校「時習
館」を設立したこと。時習館は、宝暦５（１７５５）年の
開校以来、有為の人材を育成し続け、明治３（１８７０）年
にその役目を終えた。幕末には、開明的思想家として
しょうなん
知られる横井小楠や、宮内省に仕えて侍講となった元

２６

こわし

田永孚、明治憲法起草に尽力した井上毅など優秀な人
材を輩出している。本展では、重賢ゆかりの品々と、
時習館で活躍した先生や生徒たちの書を紹介する。
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場所：熊本県立美術館 本館 別棟展示室
会期：１月９日（土）～３月２１日（日）
秋山玉山揮毫《時習館扁額》
江戸時代 宝暦５（1755）年
永青文庫所蔵・熊本県立美術館保管

《問い合わせ先》
熊本県立美術館 本館
TEL：096-352-2111 FAX：096-326-1512
熊本県立美術館

大分

検索

Oita

介護・福祉の現場から魅力を発信！
『ＯＰＥＮ ＯＩＴＡ ＰＲＯＪＥＣＴ』
介護や福祉の現場で働く人々が記者となり、その仕
事の魅力を発信していくＷＥＢサイト「ＯＰＥＮ ＯＩＴＡ
ＰＲＯＪＥＣＴ」が公開された。
本事業は、大分県とＮＰＯ法人Ｕｂｄｏｂｅによる介
護・福祉職の魅力発信プロジェクトである。昨今、介
護・福祉人材は不足している状況にあり、若手の離職
率も高い。そこで、実際に現場で働く人々が仕事の楽
しさ・やりがいを直接発信することにより、介護・福
祉職に対するマイナスイメージを払拭し、人材増加に
つなげることを目指す。
サイトでは、介護職員や作業療法士、福祉用具の専
門相談員などがＷＥＢマガジン・動画コンテンツを配
信。介護・福祉職を志したきっかけや仕事への思いに
ついて語っている。
また本事業では、プロの編集者やライターなどが介
護・福祉職員向けに情報発信のノウハウを研修する
「ＯＰＥＮ ＯＩＴＡ ＬＡＢ」を企画。研修を通して事業所
を越えたつながりを作るほか、自身の仕事を改めて振
り返ることで今携わっている介護・福祉職のやりがい
を再発見してもらう。
今後は、視覚・聴覚などが制限された中で謎解き
ゲームを行う福祉系イベントなども開催予定。気軽に
介護・福祉の世界に触れる機会を作っていくことで、
多くの方々が介護・福祉職に興味を持つようになるこ
とを願っている。
《問い合わせ先》
大分県高齢者福祉課
TEL：097-506-2685

宮崎

Miyazaki

宮崎の陸の玄関口が生まれ変わ
りました！
県が昨年度から事業主体として進めてきた宮崎駅高
千穂口（西口）駅前広場の再整備が２０２０年１０月に完了
した。ＪＲ九州と宮崎交通が整備を進めてきた大型商
業施設「アミュプラザみやざき」も１１月にオープン
し、本県の陸の玄関口がにぎわいの拠点として明るく
都市的な空間へと生まれ変わった。これにより、中心
市街地の活性化や観光・物産振興などさまざまな分野
への波及効果が期待される。
駅前広場の舗装には、霧島連山・新燃岳の灰を使用
したレンガブロックを１万枚以上使用しており、一部
の裏面には、県民が書いた未来の宮崎に向けたメッ
セージが記入されている。
河野俊嗣知事も「この駅広から天岩戸開き！」とい
うメッセージを記し、コロナ禍で閉塞感が漂う中、この
宮崎駅前再開発が街のにぎわいを取り戻すきっかけと
なり、その効果が県内全域へ波及することを祈念した。
また、宮崎駅前商店街「あみーろーど」から中心市
街地を回遊するグリーンスローモビリティも運行が開
始され、小さな子どもからお年寄りまで「宮崎のま
ち」を快適に楽しむことができるようになった。こう
して新たな人の流れが生まれることで、宮崎のおいし
い食やあたたかな人との出会いを通して、より多くの
人に宮崎の魅力を知っても
らうきっかけとしたい。
《問い合わせ先》
宮崎県都市計画課
TEL：0985-26-7192

鹿児島

Kagoshima

世界一重い大根～｢桜島だいこん
フェア｣開催！
！
本県の伝統野菜である「桜島大根」の魅力をＰＲす
る「桜島だいこんフェア」が、今月３０日から２月２３
日にかけて、県内のホテル・飲食店など約１００店舗で
開催される。
桜島大根は、
「世界一重い大根」として、２００３年に
ギネス登録されており、緻密で雪のように白い果肉が
特徴である。甘味があり、煮崩れしにくく、味がしみ
こみやすいことから、煮物や揚げ物、デザートなどさ
まざまな料理に適している。また、近年は血管の機能
改善をもたらす成分「トリゴネリン」が豊富に含まれ
ることも確認され（鹿児島大学調べ）
、その機能性につ
いても注目を集めている。

フェア期間中は、桜島大根を使った、ぶり大根など
の煮物やスイーツをはじめ、さまざまなメニューが提
供される他、スタンプラリーなどのイベントも予定さ
れている。また、今月３０日、３１日は山形屋ベルク広
場で、重さなどを競う「世界一桜島大根コンテスト」
や桜島大根の魅力を楽しく紹介するトークショー等も
併せて開催される。県外の方々に向けては、東京・有
楽町にあるアンテナショップかごしま遊楽館でも桜島
大根の特別メニューが提供される他、
「特産品ねっと
“かごいろ”
」において、生の桜
島大根や加工品の販売も予定し
ている。ぜひ多くの方に「桜島
大根」を味わっていただきたい。
イメージ
《問い合わせ先》
鹿児島県かごしまPR課 TEL：099-286-3045

沖縄

Okinawa

安全・安心を意識したスポーツ
キャンプの実施に向けて
沖縄は年間を通して温暖な気候であることから、１
月はサッカークラブ、２月はプロ野球球団など、毎年
多くのスポーツキャンプでにぎわっている。昨春の
サッカーは、Ｊリーグ、なでしこリーグ、韓国リー
グ、大学チームなどさまざまなカテゴリーの計２６クラ
ブ、プロ野球は、日本９球団、韓国２球団、中国１球
団がキャンプを実施した。
好きなチームや多くの選手を間近で見ることができ
るとあって、毎年、県民のみならず、県外からも多く
の観光客にお越しいただいている。
今年度は、コロナ禍の影響により例年にないさまざ
まな対策を講ずる必要があり、キャンプ地へ来場する
観客の感染防止対策はもとより、キャンプ参加選手や
球団関係者などの感染防止対策という双方の観点につ
いて十分意識し、皆様をお迎えする必要がある。
沖縄県では、安心・安全なキャンプシーズンとする
べく、各チームやキャンプの受入市町村と連携して準
備を進めている。キャンプ地にお越しいただく皆様に
対しては、マスク着用や人との間隔確保など、飛沫感
染防止の対応へ協力いただき、
キャンプに参加する全員が「う
つらない・うつさない」対策を
講ずることを呼びかけ、今春の
キャンプを盛り上げたい。
《問い合わせ先》
沖縄県スポーツ振興課
TEL：098-866-2708
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表紙説明

ドローンサッカー

（大分県）

ドローンサッカーは韓国発祥の競技で、球状のプラスチックフレーム
に覆われた専用ドローンを操作し、５対５で戦う最新戦略型チームス
国内初のドローンサッカー常設競技場
ポーツです。
（別府市）
ボールとなるドローンを操作し専用ケージ内のフィールド両サイドの
空中に設置したリング状のゴールに入れることで得点を競うルールで、お子様からご高齢者まで、
年齢や性別、障がいの有無にかかわらず同じフィールドで楽しさを共有できるユニバーサルな競技
です。
株式会社オートバックスセブン、株式会社オーイーシー、AOSテクノロジーズ株式会社、株式会
社エー・ディー・イーが幹事社となり、大分県を拠点に日本ドローンサッカー連盟を設立し、全国
各地でドローンイベントやドローン体験会を実施しており、地域活性化の一翼を担っています。
またこの度全国に先駆け、大分県別府市の社会福祉法人太陽の家のご協力の下、同施設内に国内
初となるドローンサッカー常設競技場をオープンしました。
今後はこの施設を中心としてさまざまなドローンイベントや体験会を実施し、将来的には、韓国の
組織が主導する国際連盟などと連携し、2025年のワールドカップ開催を目指して活動していきます。
ドローンに興味のある方は、実際にドローンサッカーの試合やドローン体験イベントが行われて
いますので、ぜひ大分県にお越しいただき、世界レベルのドローン体験をお楽しみください。
《問い合わせ先》
株式会社オーイーシー TEL：097-537-9618
株式会社エー・ディー・イー（ドローンサッカー常設競技場） TEL：0977-85-8979
日本ドローンサッカー連盟ホームページ https://japan-dronesoccer.com/
【提供：株式会社オーイーシー】

スケジュール（１月）
日（曜）

会合名等

４日（月）

事務局仕事始め

１
８日（月）

第８回九州将来ビジョン検討ＷＧ（福岡市・九経連）

２０日（水）

第１回行財政委員会（福岡市・九経連）※ＷＥＢ併催

２８日（木）

「女性活躍のための保育環境の活用〜企業主導型保育事業を考える〜」ウェビナー（ＷＥＢ開催）

新入会員企業（１１月）
㈱愛歯
代表取締役

高橋

昌平

熊本県菊池郡菊陽町原水2849-1

TEL：096-340-5839

従業員数：114名

事業内容：技工歯業、歯科医療の補綴物等の製作

ＬＩＮＥＦｕｋｕｏｋａ株式会社
代表取締役社長

落合

紀貴

福岡市博多区博多駅中央街8-1

TEL：092-409-1656

従業員数：1,074名

事業内容：LINEおよび関連サービスの開発・クリエイティブ・運営・事業企画など

◆九経連ホームページ

◆九経連メールアドレス

http://www.kyukeiren.or.jp

info@kyukeiren.or.jp
月報・ホームページをご覧になったご感想やご意見をお寄せください。
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「KIMONO プロジェクト」通信 Vol.7
全てのKIMONOを一堂に展示する『2020着物に世界を映す』展覧会を開催
213の国と地域をイメージした全てのKIMONO（振袖と帯）を展示した全KIMONO完成後初となる展覧会を
京都市京セラ美術館にて10月16日から３日間開催しました。同展示会は、京都工芸染匠協同組合が主催する
「京友禅きもの芸術展」の後期日程として開催され、入館数制限や予約制という制約のある中、同美術館が2020年
春にリニューアル以来最多の3日間で6,000人近くの来場がありました。
オープニングセレモニーには、京都府山下晃正副知事をはじめ、九州からも久留米市大久保勉市長、久留米
商工会議所本村康人会頭、
「KIMONOプロジェクトを応援する会」事務局の九経連からもご来場賜り、会期中に
は博多織工業組合の寺嶋貞夫代表理事、本場大島紬織物協同組合の大瀬輝也理事長など多くの制作者、スポン
サーの皆様にもお運びいただきました。会場を埋め尽くすKIMONOの数以上に、多くの方々に支えられて今日
を迎えられたのだと感慨深く、感謝の気持ちで、これまでの６年を思い出とともに振り返る場となりました。
ようやく東京2020大会にお招きすることになる全ての国と地域のKIMONOが揃い、お出迎えの準備が整いま
した。「世界はきっと、ひとつになれる」というメッセージを込めながら、日本らしいおもてなし、相互理解の
大切さを発信する活動のスタートを切ります。今後ともご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

KIMONOプロジェクトでは、今後の活動やKIMONOの保管保全にかかる費用について
スポンサー料やご寄付により賄っており、引き続きのご支援をお願い申し上げます。
ネイションスポンサーも引き続き募集しておりますので、ぜひお問い合わせください。
お問い合わせは、
（一社）イマジンワンワールドKIMONOプロジェクト事務局（蝶屋株式会社内）までお願いいたします。
TEL ／0942-34-4711 所在地／〒830-0023 福岡県久留米市中央町31－9 ●営業時間／11:00～19:00 ●定休日／毎週火曜（不定期で水曜）
もしくは、info@piow.jpまで

