
促進フォーラム促進フォーラム2007
九州ブロードバンド九州ブロードバンド

～ブロードバンドで変わる団塊の世代～

■ メイン会場　ＮＴＴ夢天神ホール
■ サテライト会場

大分会場　大分ケーブルテレコム（株）
宮崎会場　宮崎県日向総合庁舎

■ＮＴＴ夢天神ホール「岩田屋本店」
福岡市中央区天神2－5－35 岩田屋本店本館７Ｆ
福岡市営地下鉄天神駅6番出口→徒歩４分

■大分会場「大分ケーブルテレコム（株）」

サテライト会場

メイン会場

平成19年度　情報通信月間参加行事

平成19年  7月5日（木）平成19年  7月5日（木）

☆申込みが完了すると「受付票」を表示します。「受付票」を印刷し
ていただき、当日会場にお持ちください。

☆申込みの取消、内容の変更の場合には「受付番号」を確認のうえ
事務局までご連絡ください。

☆FAXにてお申し込みの方は、氏名、所属団体、連絡先をご記入の
上、ご送信ください。

☆登録頂きました個人情報は、「九州ブロードバンド促進フォーラ
ム2007」の開催及び次回イベントのご案内のみ利用し、その目
的以外に利用いたしません。予めご了承ください。

九州ブロードバンド促進フォーラム2007
　　　　　  公式ホームページから申込みできます。
http://www.kyushu.jgn2.jp/̃jgn2kyu/KB2007/KB2007.html
申込み期限：7月2日（月）17：00

TEL 096－322－0120　FAX 096－322－0186
E－MAIL：web.ktele-com＠kyushu－telecom.or.jp

九州ブロードバンド促進フォーラム2007事務局
（社）九州テレコム振興センター

実行委員会 （順不同）

協力団体 （順不同）

回線提供 （順不同）

参加申込み方法 ・ 問い合わせ

大分県、宮崎県、独立行政法人情報通信研究機構九州リサーチ
センター、財団法人ハイパーネットワーク社会研究所、KDDI株
式会社、大分ケーブルテレコム株式会社

協賛団体 （順不同）
情報通信月間推進協議会、九州電波協力会、
財団法人テレコム先端技術研究支援センター

●超高速テストベッドネットワーク：ＪＧＮⅡ
　（（独立行政法人 情報通信研究機構）

●豊の国ハイパーネットワーク（大分県）

●宮崎情報ハイウェイ21（宮崎県）

●ビジネスイーサ
　（西日本電信電話株式会社 福岡支店）

総務省九州総合通信局、ヒューマンメディア財団、財団法人
九州システム情報技術研究所、社団法人九州経済連合会、社
団法人九州テレコム振興センター、社団法人テレコムサー
ビス協会九州支部、株式会社西日本新聞社、株式会社メディ
アプラネット、西日本電信電話株式会社福岡支店、九州電力
株式会社、次世代高度ネットワーク九州地区推進協議会

九州ブロードバンド促進フォーラム
2007実行委員会（構成団体）

参加費無料
（要事前申込み）

13：30～16：50 （13：00 開場）

ネットワーク回線図

【JGNⅡアクセスポイント】
九州基幹通信網構成拠点（福岡市）

【JGNⅡアクセスポイント】
豊の国ハイパーネットワークAP（大分県）

サテライト会場
（宮崎県日向総合庁舎）

メイン会場（夢天神ホール）

サテライト会場
（大分ケーブルテレコム（株））

【JGNⅡアクセスポイント】
宮崎大学（宮崎県）

JGNⅡ
ビジネスイーサ
宮崎情報ハイウェイ21
豊の国ハイパーネットワーク

警固神社前

大分市松が丘59-12

■宮崎会場「宮崎県日向総合庁舎」 日向市中町2-14
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九州ブロードバンド促進フォーラム２００７では、「団塊の
世代とＩＣＴの利活用」に焦点をあて、ブロードバンドなど
ＩＣＴの利活用で団塊の世代の暮らしや地域活動が、どのよ
うに変わっていくのか幅広くディスカッションします。

開会　13：30

閉会　16：50

プログラム 1　13：50

プログラム
トークショー

1

プログラム
パネルディスカッション

2
プログラム

トーク＆ライブショー

3

◆ 主催者挨拶 
◆ 来 賓 挨 拶 

トークショー
「次世代ブロードバンド戦略2010」の概要とブロードバンドによる地域活性化

団塊の世代とICT

ブロードバンドdeおやじバンド

「次世代ブロードバンド戦略2010」の
　  概要とブロードバンドによる地域活性化

～ICTの利活用による社会的課題の解決～

～団塊の世代からのメッセージ2007～ ～ ブロードバンドで団塊の世代はどう変わるのか～

（財）全国地域情報化推進協会　企画部担当部長 佐藤　　暢 氏■出演者

桑原　奈美 氏■司会進行

■司会進行

休　憩　15：40～

プログラム 2　14：20

パネルディスカッション

西日本新聞社　メディア編集部 部長 西村　隆幸 氏
ながさき田舎暮らし総合プロモーション（促進）事業
“ながさき田舎暮らし”アドバイザー
プランニングオフィス「田舎の企画室＊アステリスク」代表

堀江　康敬 氏

■コーディネータ

NPO法人「プラチナネットワーク21」 理事長
オフィスイトウ行政法務事務所 代表 伊藤　雅代 氏

株式会社咲ら化粧品  代表取締役 森　　咲子 氏

吉森　　裕 氏
北九州イノベーションギャラリー
（北九州産業技術保存継承センター）
北九州市企画政策室　主幹

■パネリスト

団塊世代情報サイト「50+（フィフティ・プラス）おおいた」
運営責任者
団塊世代グループ「おおいた団塊くらぶ」 事務局長

渡辺　隆司 氏■パネリスト

【
メ
イ
ン
会
場
】

【メイン会場】

西日本新聞社メディア戦略委員会委員
株式会社メディアプラネット　代表取締役社長 嘉悦　　洋 氏

桑原　奈美 氏

カスタニア 是澤　幸広 氏

【サテライト会場】

大分会場

DEAR FRIEND
S 森　進一郎 氏

【
大
分
会
場
】

団塊の世代とICT

プログラム 3　15：50

トーク＆ライブショー

ブロードバンドdeおやじバンド

佐藤　　暢 氏 さとう　とおる

出演者紹介

西村　隆幸 氏 にしむら　たかゆき

出演者紹介

【略歴】1983年 西日本新聞社入社。筑豊総局、熊本総局、東京報道部（政治
担当）、地域報道センターデスク、社会部デスクなどを経て、昨年8月から総合
メディア本部メディア編集部部長。メディア戦略委員を兼務。

【略歴】1987年3月 早稲田大学商学部卒業。同年4月 住友電気工業株式会社入
社。2006年1月 情報通信営業本部 電力・ネットワーク営業部電力グループ長。
同年8月 財団法人全国地域情報化推進協会出向 企画部担当部長。現在に至る。

【略歴】1995年 福岡から長崎県の海辺へ移住し、田舎の企画室＊アステリス
ク設立。その後、生活情報メディアAllAboutで「田舎暮らし」オフィシャルガ
イドを担当。2006年 自著「団塊世代の田舎暮らし」を出版。

【略歴】21歳のとき父を癌で亡くしその時、事業も引き継ぎ、会社経営を9年
間行った後、平成8年度行政書士事務所を開業。2007年の2月に主に団塊世
代支援を目的としたNPO法人プラチナネットワーク21を立ち上げた。

【略歴】母親と共に約15年愛用した化粧品が製造中止になった事をきっかけに、
2003年3月21日オリジナルの自然派化粧品「咲ら」を発売。2006年5月25日
法人化。平成16年度 福岡市ステップアップ助成事業奨励賞受賞。

【略歴】
昭和54年 北九州市に入職（技術）。これまで、港湾の計画や都市再開発、文化
創造、博物館事業などを担当。平成13年度より現職。

【略歴】生年月日1948年9月4日（58）、団塊世代の真ん中。生まれ、住所と
も大分市。2006年8月に、大分の民放を報道制作局長などを経て早期退職。
大分ヒートデビルズ大分地区後援会 事務局長。趣味は、自転車走行。

堀江　康敬 氏 ほりえ　やすたか

伊藤　雅代 氏 いとう　まさよ

森　　咲子 氏 もり　さきこ

吉森　　裕 氏 よしもり　ゆたか

渡辺　隆司 氏 わたなべ　たかし

開催趣旨

松本　政樹 氏 まつもと　まさき

■出演者

■出演者

■出演者

ウインディー 松本　政樹 氏
ウインディー バンドマスター

出演者紹介

森　進一郎 氏 もり　しんいちろう

DEAR FRIENDS　リーダー
おおいた団塊くらぶ　代表

是澤　幸広 氏 これざわ　ゆきひろ

カスタニア

【略歴】1979年 福岡市の天神にオープンしたライブハウスのハウスバンドのバンド
マスター。団塊世代には懐かしいベンチャーズ、GS、フォーク等バンドマスターの
毒舌博多弁を交え、お客さんとバトルトークをしながら毎日ライブを楽しんでいる。

【略歴】大分市で生まれ、大学進学のため東京へ。大学3年に南こうせつとかぐや姫結成。大学
卒業後地元大分に帰り銀行に就職し、その間も音楽活動を続ける。ディアフレンズは結成17年目
を迎える。昨年56才で早期退職し、念願のフォ－クライブパブ「十三夜」を開店、現在に至る。

【略歴】中学時代、拓郎、陽水を聞き、ギターを手に20才前、リード担当とバンド活動開始。当
時、ビートルズ、ベンチャーズ等、コピーが主。オリジナルで、ヤマハポプコンほか出場。現メン
バーになり15～6年、サンタナのコピーが主。6人編成、ベース担当。バンドの平均年齢4?才。

宮崎会場

※ICT：Information and Communication Technology




