
開催場所  出島メッセ長崎 コンベンションホール

開催日時  2022年1月14日金  13:30~18:00
 2022年1月15日土  10:30~12:30
参加費  無料 ※14日交流会は有料・事前申込制

開催方法  1月14日はオンライン配信も実施します
会場内展示  九州各地の観光・MICE団体による情報コーナー（2日間）
定員  300名

実施プログラム

パネルディスカッション

13:30 主催者挨拶
 九州IR推進協議会 会長 倉富 純男
 長崎県知事 中村 法道

13:40 IR事業説明（長崎県）

14:00 基調講演・トークセッション

14:50 休憩

15:05 パネルディスカッション

16:45 閉会

17:00 交流会

18:00 終了

オンライン配信あり

テーマ : 九州・長崎IR-MICEを起点とした
 広域周遊観光、ビジネス創出、
 観光人材育成の未来像について

10:30 九州・長崎IR事業説明
　　　 （カジノオーストリア インターナショナル ジャパン）

11:00 プレゼンテーション

11:50 トークセッション

12:30 終了

新幹線
（2022年秋頃
開業予定）

新長崎駅ビル
（2023年部分
開業予定）

JR長崎駅
県営バス
ターミナル

長崎駅ビル

長崎県警本部
長崎県庁

ヒルトン長崎
長崎警察署

出島メッセ
長崎

線
来
在

1日目

2日目

九州IR推進協議会 主催
対象者：観光・MICE関係者等

カジノオーストリア 
インターナショナル ジャパン 主催
対象者：一般の方

九州・長崎IR-MICEフォーラム

基調講演・トークセッション
テーマ : MICE業界の展望と
 地域社会発展への関わり

講師 : Jason Yeh氏
GISグループCEO、ICC Tainan Co., Ltd. （大台南会展中心）会長

1991年 GISグループを創業し、MICE業界を牽引
2016年 発刊した最初の著書「The Driving Force 

Behind Destination Marketing」で、 
国際会議誘致の秘訣を分析

2017年 『Successful Meetings』（MICE業界誌・
アメリカ）が発表する「最もMICE業界に影
響を与える25人」の一人に選ばれた。

ICCA（国際会議協会）における要職を歴任
副会長（2018-2020）、理事（2014-2018）、
アジア太平洋支部長（2013-2019）
アメリカ商工会議所台湾支部旅行観光部会委員長
国立台湾師範大学・通訳翻訳研究院准教授

JR長崎駅
西口直結

嶋田 和泉氏
長崎県・佐世保市ＩＲ推進協議会　特別アドバイザー

佐野 隆氏
日本政府観光局（JNTO） 
MICEプロモーション部
調査役

升本 喜之氏
九州経済連合会 
観光社会基盤部長

井上 英也氏
長崎国際大学 
人間社会学部国際観光学科長

渡邉 太志氏
九州観光推進機構 
事業本部長

水谷 みずほ氏
九州通訳・翻訳者・
ガイド協会 代表理事

パネリスト : 

コーディネーター : 

オンライン開催、
同時通訳あり



12:30 終了

実施プログラム
トークセッション

「九州・長崎IRが創る私たちの未来」
テーマ：

司会・モデレーター：

長崎国際大学
人間社会学部国際観光学科長

井上 英也氏

県内初となる一般を対象とした、IRについての事業説明とカジノオーストリア インターナショナル 
ジャパン関係者と県内大学生等によるIR事業に関する研究発表やトークセッションを実施致しま
す。（事前申込裏面参照）

スピーカー：

長崎県立大学
島本 憲征さん（３年生）、井内 那菜さん（３年生）

カジノオーストリア
インターナショナル｠ジャパン 
代表取締役

林 明男氏

カジノオーストリア
インターナショナル｠ジャパン 
IR事業推進本部 本部長

北中 信也氏

長崎国際大学
兒玉 一樹さん（4年生）、山火 優生菜さん（4年生）

一部10:30

主催挨拶　
カジノオーストリア｠インターナショナル｠ジャパン
代表取締役　林 明男氏
事業説明
カジノオーストリア｠インターナショナル｠ジャパン
IR事業推進本部 本部長　北中 信也氏

九州・長崎IR事業説明

11:00

世界に通用する観光人材を長崎から
ー九州・長崎国際観光人材育成コンソーシアムの取り組みー
長崎国際大学 人間社会学部国際観光学科長
井上 英也氏

長崎県立大学 学生による研究発表
テーマ「IR施設に若者を呼び込むための提案
　　　　～西岡ゼミ２４人のアイデア～」
長崎国際大学 学生による研究発表
テーマ「IR誘致に向けたホテル客室管理の在り方」

二部 プレゼンテーション

11:50 三部 トークセッション

MC：

KTNテレビ長崎
・月曜から金曜の情報番組「プチまる！」ナビゲーター
・「トク盛り！」 リポーター
FM長崎
・「ウィークエンドサプリ」 サブパーソナリティ
・「Colors」 木曜日担当パーソナリティ

吉原 ゆかりさん

13:30 主催者挨拶
13:40 IR事業説明（長崎県）
14:00 基調講演・トークセッション
15:05 パネルディスカッション
17:00 交流会（有料）
18:00 終了

「九州・長崎IRが創る私たちの未来」
開催場所  出島メッセ長崎 コンベンションホール

開催日時  2022年1月14日金 13:30~18:00
2022年1月15日土 10:30~12:30

参加費  無料 ※14日交流会は有料・事前申込制
開催方法  1月14日はオンライン配信も実施します

会場内展示  九州各地の観光・MICE団体による情報コーナー（2日間）
定員  300名

※15日はオンライン配信はございません

新幹線
（2022年秋頃
開業予定）

JR長崎駅

新長崎駅ビル
（2023年部分
開業予定）

県営バス
ターミナル

長崎駅ビル

ヒルトン長崎
長崎警察署

出島
長崎

長崎県警本部
長崎県庁

線
来
在

メッセ

JR長崎駅
西口直結

オンライン配信あり

九州IR 推進協議 会主催
対象者：観光・MICE関係者等1日目

カジノオーストリア
インターナショナル ジャパン 主催
対象者：一般の方

2日目



交流会のご案内
1月14日（金）の参加者を対象とした交流会を実施いたします。名刺交換などの場としてぜひご参加ください。
※事前申込制

※リモート参加の場合は、別途、Webアドレスをお送りします。 
※交流会参加希望の場合は、当日、会場にて参加料を徴収させていただきます。 
※プログラム中にお手持ちのスマートフォンを使用する場面があります。 

記載していただいた個人情報は、本シンポジウムの参加者管理以外には使用しません。ご本人の同意がなければ第三者に個人情報を提供することもございません。
取得した個人情報は管理責任者を定め、紛失や漏洩などが発生しないよう積極的な安全対策を実施いたします。

②FAXでのお申込み　　 FAX  095-895-2541

参加費  1,500円（一人あたり） 時間  17:00~18:00  　※軽食・ソフトドリンク付

問い合わせ先  九州IR推進協議会（KIRC）　
 事務局  ： 長崎県 IR推進課　電話  ： 095-895-2037　E-mail ： kirc@pref.nagasaki. lg.jp

所属団体名： 役職：

氏名：

住所：

電話： E-mail：

参加日・参加方法：  

交流会参加希望：  
（1月14日）

フリガナ

お申し込み方法

申込締切日  2022年1月6日（木）
①インターネットでのお申込み

スマートフォンでのお申込み

右記のQRコードから
お申込みください。

パソコンでのお申込み

下記のアドレスからお申込みください。
https://forms.gle/FLVZ4fRUszzkmssx5

※同伴者の方もおひとりずつのお申し込みをお願いします。

□ 1月14日（金） ･･･････ □ 会場参加  ／  □ リモート参加

□ 1月15日（土）

□ 希望する　／　□ 希望しない

※2日目は会場参加のみとなります




