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◆ＵＲＣ資料室ニュース
①平成28年度 第２回ＵＲＣナレッジコミュニティを開催します。福岡市を数値化してみた
データブック｢FUKUOKA GROWTH 2016」で知ろう！福岡市の姿
URC ナレッジコミュニ
ティは、福岡市のまちづく
りや文化、コミュニティ、
国際など幅広いテーマにつ
いて、講師の話をもとに、
参加者が相互に語り合う
｢知のコミュニティ｣の場づ
くりを目指しています。
今回は、７月２９日金曜
日 18：30 から 20:00 まで、
URC が発行した福岡市の
データブック「FUKUOKA
GROWTH 2016」をもとに、さまざまな福岡市のマー
ケットデータについて、調査、編集、発行を担当した

URC 情報戦略室の畠山尚久研究主査がご紹介いたしま
す。また、モデレーターを中島賢一調整係長が務めます。
福岡市のことをもっと知りたい方、福岡市で何か始めた
い方など、皆様のご参加をお待ちしています。
多くの方に知っていただくために、URC を飛び出し、
TSUTAYA BOOKSTORE TENJIN ３階のスタートア
ップカフェに会場を移しました。参加者全員にデータブ
ックを差し上げ、軽食と飲み物を準備いたします。どう
ぞ、お気軽にご参加ください。
なお、申込み締切は 7 月 27 日水曜日必着です。
FAX(092-733-5680)、E-mail(library@urc.or.jp)で、氏
名・所属・電話番号を添えて、お申し込みください。
(山崎三枝 司書）

②平成28年度 専門図書館協議会 全国研究集会 第６分科会で発表しました！
このたび、平成２８年６月２４日金曜日に、東京ウィ
メンズプラザで行われる専門図書館協議会「平成２８年
度全国研究集会」第６分科会「まちづくりと専門図書館」
で、当資料室の事例を発表させていただきました。
この企画は、分科会で司会を務められる後藤･安田記
念東京都市研究所市政専門図書館の田村さんが、数年に
わたって暖められていた｢専門図書館の三都物語－東
京・名古屋・福岡｣の企画で、ようやく実現することが

できました。名古屋からは、名古屋都市センター、東京
は、東京２３区でつくる特別区協議会からの報告でした。
福岡市やＵＲＣの魅力や、資料室の現状が正しく伝え
ることができたと思っています。
次は、雑誌｢専門図書館｣全国研究集会特集号への執筆
です。
(山崎三枝 司書）

◆ＵＲＣニュース
平成２８年度 第1回都市セミナー グローバルに成長し続ける都市『福岡』
」を開催します
経済成長とともに人々の暮らしも劇的に変わるアジ
ア。人口減少が始まった日本の中で今なお成長し続ける
「福岡」
。今後も、福岡はアジアの各都市とどのような
関わりを持ちながら成長していくのか。経済、文化、観
光などの観点から未来の’ふくおか’のあるべき都市像
を探ります。
まず、建築家の迫慶一郎氏(写真)による基調講演では、
海外を拠点に、様々なプロジェクトを手掛けた経験をふ

まえ、福岡の魅力と発展のポ
テンシャルについて語って頂
きます。
続いて、福岡アジア都市研
究所の研究成果「発展する都
市／衰退する都市」の発表、
及び福岡地域戦略推進協議会
の取り組みについての報告を
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おこないます。
平成２８年度第１回都市セミナーは、
【７月１４日木
曜日、１３：３０～１６：３０、福岡アジア美術館 ８
階「あじびホール」
】にて開催します。
内容や申込み方法等の詳細はＵＲＣホームページ、ち

らし等をご覧ください。お申込みは７月１１日月曜日当
研究所必着です。
皆様のご参加を、心よりお待ちしています。
写真出典：迫慶一郎氏ご提供

(山本美香 主任研究員）

◆今月のおすすめ 英国雑誌『MONOCLE 2016 7/8』
英 国 雑 誌 『 MONOCLE 』 は 毎 年 ７ ~ ８ 月 号 に
QUALITY OF LIFE THE TOP 25 CITIES を特集し
ており、２００８年以来、福岡市は毎年ランクインして
いるのですが、今回は７位と過去最上位にランクされま
した。
今回は、
BMWとMONOCLE の共同企画記事に、
久保隆行上席主任研究員（情報戦略室長）のインタビュ

ー記事が掲載されていま
す。
世界の他の都市のラン
キングとともにご一読を
お勧めいたします。
（山崎三枝 司書）

◆URC メディア紹介情報－最近 1 か月の情報を中心に－
◎新聞
(2016/7/1 福岡市政だより 15p)
情報 BOX 7/14 講座教室 福岡アジア都市研究所
(URC)都市セミナー｢グローバルに成長し続ける都市～
福岡～｣
URC 本年度第 1 回の都市セミナーの開催予告
(2016/6/30 日本経済新聞/地方経済面 東北 2p)
山形の医療産業振興、既存技術使い横展開、山本匡
毅・山形大准教授、収益確保へ部材・部品有望。
URC OB 山本匡毅さんインタビューに応える。
(2016/6/29 朝日新聞 朝刊 28p)
英語で街
歩きエンジョイ、参拝やマナー学ぶ 福岡・警固神社
福岡地域戦略推進協議会のプロジェクトが紹介される。
(2016/6/28 毎日新聞 朝刊 25p)
有害物質：九大箱崎キャンパスの旧工学部 2 号館跡地
で基準超す
安浦寛人理事長が九大副学長として記者会見で回答
(2016/6/25 東京新聞 朝刊 3p)
軍用研究で来春見解 学術会議の検討委 初会合
安浦寛人理事長が九大理事・副学長として「安全保障と
学術に関する検討委員会」メンバーに選出される。
(2016/6/20 日本海新聞 21p)
倉吉 美術館 地域づくりに活用 フォーラムで検討状況
説明も
市民研究員 OB 藤浩志さんが講演
(2016/6/9 西日本新聞 朝刊 11p)
実験と探究の場 心を動かす拠点 価値の隙間を創造
福岡市美術館｢これから｣探る
トークイベント 美術館だけで完結しない
市民研究員 OB 藤浩志さんが参加したイベントの開催報
告
(2016/6/6 日本情報産業新聞 2p)
特性活かすＩＴ事業に、イノベート・ハブ九州開始､日本

IBM など
イノベート・ハブ九州に FDC が参加
(2016/6/5 日本海新聞 22p)
鳥取県美術館フォーラム 2016 18 日米子、19 日倉吉、
来月 10 日鳥取（社告）
市民研究員 OB 藤浩志さんが講演するイベントの開催予
告
(2016/6/1 西日本新聞 朝刊 25p)
国際会議｢活躍する女性と高齢化社会｣5 日、福岡市で
公開フォーラム/もっと九州
URC OG 佐々木喜美代さんがパネリストとして参加する
イベントの開催予告
◎雑誌
(2016/7～8 MONOCLE ISSUE 95VOLUME 10
39p)
Q:How is Fukuoka encouraging the switch to
electric cars?
A:Takayuki Kubo Urban researcher
久保上席主任研究員が質問に回答
(2016/5/15 九州経済調査月報 2016.6 12～25p)
｢REPORT 福岡のグローバル評価と政策課題～世界
の類似都市との都市力比較による考察｣
久保隆行上席主任研究員が執筆
◎テレビ
(2016/6/9 KBC 九州朝日放送 ニュースピア
18:30～40 頃)
久保隆行上席主任研究員が出演 フィンエア―就航 1 ヶ
月 福岡―北欧便 鍵は空港に？等についてコメント
◎ラジオ
(2016/6 毎週金曜日 ローカルラジオ放送こみてん
18:00~18:25）スポガで Ready Bowl!!
市民研究員 OB 吉田勝さんがパーソナリティを務める。
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