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E-mail info@hokkeiren.gr.jp 

今後の行事予定 

 

◆新春経済懇談会 
日 時：1 月 25 日（水）15:00-16:30 

場 所：ANA クラウンプラザホテル金沢(ｵﾝﾗｲﾝ併催) 

対 象：全会員に案内済 

内 容： 

① 2023 年度事業活動方針 

② 講演「最近の金融経済情勢について」 

講師：吉濱久悦氏 日本銀行金沢支店長 

（担当：小山） 

 

◆第 9 回中部社研時事フォーラム 

折り返し点を迎えた SDGs～変革を力に変えるた

めの方策 
日 時：2 月 9 日（木）13:30-16:00 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：全会員に案内予定 

内 容： 

(1) 基調講演 

 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 

 蟹江憲史 氏 

(2) 企業の取組み事例紹介 

①前田建設工業(株) 

②(独)中小企業基盤整備機構北陸本部 

    ③国際連合地域開発センター 

主 催：(公財)中部社会経済研究所、北陸経済連合会 

（担当：小林） 

 

◆働く女性の活躍推進セミナー 

「両立は大変だから」のホントのところを考える 
日 時：2 月 17 日（金）13:30-15:00 

場 所：ANA クラウンプラザホテル金沢（オンライン

併催・後日録画配信あり） 

対 象：どなたでもご参加いただけます。貴社の女性

をはじめ、広くお声掛けください。 

内 容： 

講演「働く女性の『敵』は何か」 

中野円佳 氏 ジャーナリスト 

パネルディスカッション 

 中野円佳 氏 

 佐藤恭子 氏 (株)北國フィナンシャルホールディ

ングス人材開発部マネージャー 

 多比良幸一 氏 フクビ化学工業(株)執行役員 

経営戦略本部副本部長 

共 催：北陸イメージアップ推進会議 

後 援：（一社）富山県経営者協会、（一社）石川県

経営者協会、福井県経営者協会 

申 込：2 月 13 日までに、下の URL または QR コード

のフォームから申込 

https://forms.office.com/r/Dr3m8PCgML 

問合せ：076-282-9543 hino@hokkeiren.gr.jp 

（担当：日野） 

 

◆第 13 回北陸地域政策研究フォーラム 

日 時：2 月 19 日(日) 15:00-17:30 

場 所：石川県文教会館 401 会議室 

（オンライン併催、後日録画配信あり） 

対 象：全会員に案内予定 

テーマ： 

「北陸観光の未来 ポスト・コロナ時代に向けて」 

プログラム： 

コーディネーター 

 北島啓嗣 氏(福井県立大学副学長(地域連携)) 

コメンテーター 

 敷田麻実 氏（北陸先端科学技術大学院大学先端

科学技術研究科 教授） 

15:00～15:10 

北陸未来共創フォーラム観光分科会について 

堤敦朗 氏（金沢大学人間社会研究域附属先端観

光科学研究センター 副センター長） 

15:10～15:35 

報告①「ダークツーリズムを援用した「学観光」創

出の試み」 

鈴木晃志郎 氏（富山大学人文学部人文学科准教

授） 

15:35～16:00 

報告②「インバウンド施策と持続可能な観光につ

いて」 

池田千恵子氏（大阪成蹊大学経営学部准教授） 

16:00～16:25 

報告③「観光の外部性と地域経済の生産性を考え

る」 

佐無田光 氏（金沢大学融合科学系教授 融合学

域観光デザイン学類長 学長補佐(社会共創推進

担当)） 

16:40～17:30  ディスカッション 

 

（担当：小林） 
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■北陸環境共生会議からのお知らせ 

勉強会「地球温暖化防止に向けた国内の取組み

について」 
【日時】2 月 13 日（月）13:30-16:20 

【場所】ホテル金沢 4F エメラルド（オンライン併催） 

【内容】 

「J－クレジット制度について」（オンライン登壇） 

Ｊ－クレジット制度事務局 加藤史浩 氏 

「１.５℃達成への道のり COP27エジプト会議から見

えてきた地域で取り組む緩和と適応」（会場） 

(一社)地球温暖化防止全国ﾈｯﾄ 事務局長 

 平田裕之氏 

【定員】会場 40 名／オンライン定員なし 

【主催】北陸環境共生会議 

【申込】2 月 3 日(金)までに専用フォームから申込 

https://forms.office.com/r/JRatiUrtwC 

【詳細】 

https://www.hokkeiren.gr.jp/kankyo/data/548275

b9c685a6c242e8394e484b4485.pdf 

（担当：森岡） 

 

■福井工業大学 AI&IoTセンターからのお知らせ 

AI&IoT コンソーシアム設立シンポジウム 

「AI の最前線～基盤モデル・深層学習・強化学

習～」 
【日時】2 月 1 日(水)14:20-17:50 

【形式】福井工業大学 2-802 教室（オンライン併催） 

【内容】 

①「大規模言語モデルによる意思決定とその社会実

装の最前線」 

OpenAI ChatGPT チーム RLHF チームリーダー 

東京大学客員准教授 Shixiang Shane Gu 氏 

②「大規模言語モデルによる病名推定の検証と

AI&IoT コンソーシアムの設立」 

AI&IoT センター長・電気電子工学科教授 

芥子育雄 氏 

③「対話型 AI（タスク指向型対話・雑談対話・接客

対話）の最前線」 

名古屋大学大学院情報学研究科 知能システム

学専攻教授 東中竜一郎 氏 

④「Real か Fake か－フェイクメディアの生成と検

出の最前線」 

AI&IoT ｾﾝﾀｰ・経営情報学科教授 馬場口登 氏 

【主催】福井工業大学 AI&IoT センター 

【詳細】 

https://www.fukui-

ut.ac.jp/archives/001/202301/63b7e30bf0455.pdf 

【申込】1 月 27 日（金）までに下の URL から申込 

https://www.fukui-

ut.ac.jp/form/school_lecture.html 

【問合せ】福井工業大学 社会連携推進課 

TEL：0776-29-2661 

Mail: ai-iot@fukui-ut.ac.jp 

（担当：坂井） 

 

■BOI 東京事務所からのお知らせ 

BOI ウェビナー 

「デジタル経済:タイにおける新たな投資機会」 
タイ投資委員会（BOI）では、企業の皆様にデジタ

ル経済への転換期にあるタイでの新たな投資機会に

ついて、2022 年 10 月に新投資奨励措置も承認され、

そちらを踏まえて併せてご紹介します。タイにおけ

るデジタルエコノミーを促進するための BOI の恩典

を含む支援策や措置の概要をご説明します。 

【日時】1 月 26 日（木）15:00-16:30（日本時間） 

【主催】タイ投資委員会（BOI）大阪事務所、タイ王

国大使館経済・投資事務所（BOI 東京事務所） 

【共催】（公財）大阪産業局（OBDA） 

【形式】オンライン（Zoom ウェビナー） 

【定員】200 名程度（先着順） 

【言語】泰日同時通訳 

【申込】1 月 23 日（月）までに下の URL より申込み 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6Q

xNz_DXRx6pF_ouLELeGg 

【問合せ】タイ投資委員会（BOI）大阪事務所 

TEL：06-6271-1395 

Mail：boiosaka.event@boi.go.th  

（担当：小島・髙道） 
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