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みなさん、こんにちは！
九大学研都市メールマガジン事務局です。
メルマガ会員の皆様にお知らせしたい情報がございますので、
１１月号に先駆け、号外を配信いたします。

*◆*◎*◆*━━━━━━━━〇**I N D E X**〇━━━━━━━━━*◆*◎*◆*

★九大学研都市に関する団体・機関からセミナー・シンポジウム等のお知らせ★

【１】福岡県工業技術センター
「平成２９年度 研究成果発表会」開催のご案内！【New!!】
≪福岡県工業技術センター≫
〔平成２９年１０月１９日（木）１３：００～１６：００〕

【２】『九州大学アカデミックフェスティバル２０１７』
開催のご案内！
≪九州大学総務部同窓生・基金課同窓生連携係≫
〔平成２９年１０月２１日（土）１０：００～１６：００〕

【３】「欧州連合ファンディングプログラムHorizon 2020ワークショップ」
～Horizon 2020の応募方法及び参考事例の紹介～開催のご案内！【New!!】
≪九州大学学術研究産学官連携本部≫
〔平成２９年１１月８日（水）１３：３０～１７：００〕

【４】九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）
「ＱＢＳ特別選抜入試および法人説明会」開催のご案内！【New!!】
≪九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）≫
〔平成２９年１１月１０日（金）１８：３０～２０：００〕

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★

【５】平成２８年熊本地震で被災され、研究に支障をきたしている
学外の研究者の皆様へ
≪九州大学工学研究院≫

【６】「糸島リサーチパーク 分譲」のご案内！
≪福岡県企業局≫

【７】糸島市子育て世代応援サイト“いとネット”について
≪糸島市役所企画部地域振興課≫

*◆*◎*◆*━━━━━━━━〇**** 本 文 ****〇━━━━━━━━━*◆*◎*◆*

★九大学研都市に関する団体・機関からセミナー・シンポジウム等のお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【１】福岡県工業技術センター
「平成２９年度 研究成果発表会」開催のご案内！【New!!】
≪福岡県工業技術センター≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：
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工業技術センターの研究成果や保有技術について、口頭発表とポスター
によりご紹介します。昨年に引き続き、今年も「モノづくりフェア」
（日刊工業新聞社主催）と併催致します。

会期中（10/18～10/20）は1Fの展示ブースにポスターを常設します。
工業技術センタークラブと共同出展で、会員企業様の取り組みも同じ
ブースで紹介いたします。
---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：平成２９年１０月１９日（木）１３：００～１６：００

◆場 所：
マリンメッセ福岡（福岡県福岡市博多区沖浜町７－１）
２Ｆ セミナー会場Ａ
http://www.marinemesse.or.jp/messe/access/

◆内 容：
口頭発表（９件）、ポスター展示
研究員と意見交換も可能です。

◆参 加 費：無料（モノづくりフェアへの招待券が必要です。）

モノづくりフェアの招待券は、下記ＵＲＬより来場登録で入手できます。
http://www.nikkanseibu-eve.com/mono/register/

または、下記の申込方法でお申込頂きますと招待券を希望枚数送付いたします。

◆申込方法：
下記リンク先にございますパンフレット裏面の参加申込書に
ご記入の上ＦＡＸ（０９２－９２５－７７２４）にてお送り
いただきますようお願いいたします。

http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/news/h29/h29_seika/h29_seika.html
↑こちらから申込書をダウンロードしてください

◆申込期限：平成２９年１０月１６日（月）

◆【お問い合わせ】
福岡県工業技術センター
企画管理部情報交流課
TEL：092-925-5977 FAX：092-925-7724
E-mail：joho@fitc.pref.fukuoka.jp

・平成２９年度研究成果発表会 ： https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_21444_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からセミナー・シンポジウム等のお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【２】『九州大学アカデミックフェスティバル２０１７』
開催のご案内！
≪九州大学総務部同窓生・基金課同窓生連携係≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

九州大学では、研究成果、キャンパスなど九州大学の“今”を楽しく
知っていただく一日として、１０月２１日（土）に伊都キャンパスで
『九州大学アカデミックフェスティバル』を開催します。
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伊都キャンパス完成まであと１年、社会と共に発展する大学をめざし、
研究成果見本市、伊都キャンパス・バスツアー、九州大学の“今”が
よくわかるミニ講義などを楽しんでいただきながら、九州大学に在籍経験の
ある方々はもちろん、高校生、地域の方々など社会のみなさまとのつながりを
深めるイベントです。

今回、目玉となる催しとしては、
・ニホニウムの森田浩介先生（理学研究院・教授）が登場するトークショー
・国際記念物遺跡会議（イコモス）副会長に就任している河野俊行先生
（法学研究院・教授）による世界遺産登録に関するミニ講義
・昨今の熊本地震、九州北部豪雨などの被災地で支援活動を行っている
杉本めぐみ先生（持続可能な社会のための決断科学センター・助教）
による自然災害への備え等に関するミニ講義
・２０１８年４月に新設予定の「共創学部」の紹介と質問コーナー
などを予定しています。

入場無料です。多くのご参加をお待ちいたします。
--------------------------------------------------------------------------
◆日 時：平成２９年１０月２１日（土）
１０：００～１６：００（受付９：３０～）

◆会 場：九州大学伊都キャンパス 椎木講堂 等
http://shiiki-hall.kyushu-u.ac.jp/access/

◆内 容：
１０：００～１０：３０ 開会
久保千春総長 あいさつ
福岡同窓会 貫正義会長 あいさつ

１０：３０～１２：００
九州大学の“今”がよくわかるトークショー、フォトコンテスト表彰式

１２：１０～１３：１０ 交歓会

１３：３０～１６：００
・九州大学の“今”がよくわかるミニ講義
・伊都キャンパスバスツアー
・同窓生によるミニ講演会
・九大女子卒業生に聞く！キャリア講演＆交流会Open Cafe 2017
・工学部銘板モニュメント除幕式
・在学生保護者のための工学部オープンキャンパス2017
・チャレンジ＆クリエイション2017中間発表会
・将来の夢を切り拓く“高大連携”「世界に羽ばたく高校生の成果発表会」

１６：００ 閉会

◆定 員：ございません。

◆参 加 費：無料です。

◆参加申し込みについて：
当日のご参加も可能ですが、原則として事前の申し込みをお願いいたします。
（TEL/FAX/E-mail/Webサイトにて受付いたします。）

◆お問合せ先・事前申し込み先：
九州大学総務部同窓生・基金課同窓生連携係
TEL：092-802-2158・2147 FAX：092-802-2149
E-mail：academic-fes@jimu.kyushu-u.ac.jp
URL：http://kikin.kyushu-u.ac.jp/academic_festival/
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・九州大学アカデミックフェスティバル ： 
https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_21445_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からセミナー・シンポジウム等のお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【３】「欧州連合ファンディングプログラムHorizon 2020ワークショップ」
～Horizon 2020の応募方法及び参考事例の紹介～開催のご案内！【New!!】
≪九州大学学術研究産学官連携本部≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

Horizon 2020（ホライズン2020）は、研究とイノベーションを促進する
EU最大規模のプログラムであり、日本を含む世界各国からの参加が可能です。
参加により欧州トップクラスの研究機関や企業との協働が可能になります。

本説明会では、駐日欧州連合代表部からHorizon 2020の概要の紹介、日本に
おけるHorizon 2020の正式な窓口である日欧産業協力センター担当者より
プログラムへの応募方法及び手続きについての説明、そしてEURAXESSから
学術交流を支援する助成金制度の紹介があり、九州大学の研究者から
Horizon 2020に採択された参加事例をご紹介いたします。
---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：
平成２９年１１月８日（水）１３：３０～１７：００（受付開始１３：００）

◆場 所：
九州大学 伊都キャンパス 稲盛財団記念館ホールＣ
http://www.inamori-center.kyushu-u.ac.jp/access/index.html

◆主 催：
九州大学

◆共 催：
駐日欧州連合代表部、日欧産業協力センター（NCP－Japan）、EURAXESS

◆対 象：
大学の研究者、研究推進専門員（URA）、事務局員、研究マネージャー、
学生等

◆使用言語：
日本語（部分的に英語の可能性がある）

◆参加費及び参加登録：
ご参加は無料ですが、事前登録制となります。下記Webフォームより
お申込み下さい。

https://goo.gl/forms/A8OptVUYv3K2vqIo2

◆【お問い合わせ】
九州大学学術研究産学官連携本部
グラントサポートグループ
クスタース ハロルド 研究推進准主幹
TEL：092-802-2162
E-mail：kusters@airimaq.kyushu-u.ac.jp

・Horizon2020ワークショップ ： https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_21446_file.pdf
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★九大学研都市に関する団体・機関からセミナー・シンポジウム等のお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【４】九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）
「ＱＢＳ特別選抜入試および法人説明会」開催のご案内！【New!!】
≪九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

ＱＢＳでは平成２７年春に、育成すべき人材像に一部変更を加え、
「新たな事業価値創造」を担う人材育成に力を入れております。
その背景として、急速なグローバル化による外部環境の激しい変化の
なかで、旧来の事業の延長線上とは異なる新たなイノベーションを
担う人材ニーズの高まりが挙げられます。

また、平成２６年１０月より厚生労働省の教育訓練給付金制度が
拡充されたことにより、授業料等の負担額が大幅に軽減されるなど、
専門職大学院でより学びやすい環境が整備されております。

つきましては、変革に関する問題意識を有し、新たな事業価値の
創造に意欲的な方々、および企業・官公庁等において人事部門を
ご担当の皆様に、ＱＢＳにおける教育プログラムの特徴や社会人学生の
学びの実情についてご理解を深めて頂くべく、来る１１月１０日（金）
に特別選抜入試および法人説明会を開催することといたしました。

今次プログラムでは、経営課題としての事業創造力強化とそのための
企業内人材育成の重要性や在校生・修了生によるＱＢＳでの学びについて
ご説明申し上げるとともに、平成２９年１２月に応募を受け付ける
特別選抜入試に関する説明等を予定しております。
---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：平成２９年１１月１０日（金）１８：３０～２０：００

◆場 所：
ＪＲ博多シティ１０階 小会議室Ｇ＋Ｈ
（〒８１２－００１２ 福岡市博多区博多駅中央街１－１）
https://www.jrhakatacity.com/communicationspace/#Access

◆内容

・九州大学ビジネス・スクールの概要
・変革をリードし新たな事業価値を創造する組織内人材育成の重要性について
・特別選抜入試について
・厚生労働省の教育訓練給付金制度の改訂によるメリット
・在校生・修了生による座談会
（仕事と学業の両立、ＱＢＳに入学することのメリット等）
・質疑応答

◆対 象 者：一般

◆定 員：２４名

◆参 加 費：無料です。

◆申込期限：１１月２日（木）

◆申込方法：
所属団体・法人名、参加者氏名、電話番号、メールアドレスを
ご記入の上、九州大学ビジネス・スクール支援室宛にe-mailで
お申し込みください。
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e-mail：qbs@econ.kyushu-u.ac.jp

◆お問合せ先：
九州大学ビジネス・スクール 支援室
電話：092-642-4278 FAX：092-642-4336
e-mail：qbs@econ.kyushu-u.ac.jp

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【５】平成２８年熊本地震で被災され、研究に支障をきたしている
学外の研究者の皆様へ
≪九州大学工学研究院≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

九州大学工学研究院では、現在、超顕微解析センター及び工学研究院保有の分析
・解析機器について、被災地の研究機関・研究者への優先的利用の供与及び使用料
免除等にてご利用いただけるよう検討いたしております。

詳しくは、次のページをご覧ください。
・http://bunseki.kyushu-u.ac.jp/bunseki/20160516.html
・http://sangaku-center.city.fukuoka.lg.jp/

その他にも、九州大学におきましては、非常食や支援物資の提供のほか、災害派遣
医療チームの派遣を行うなど、様々な形で平成２８年熊本地震へ対応しているところ
です。

皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

【平成２８年熊本地震への対応等】
・http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/approach/kumamotoquake/
・http://www.kyushu-u.ac.jp/f/27579/shien_torikumi_160425.pdf
・http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/app/modules/information/detail.php?storyid=1184&categoryid=1

◆お問合せ先
九州大学ナノテクＰＦ事務局
E-mail：nano_hvem@hvem.kyushu-u.ac.jp

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【６】「糸島リサーチパーク 分譲」のご案内！
≪福岡県企業局≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

福岡県企業局では、糸島リサーチパークの分譲を行っています。

糸島リサーチパークは、西九州自動車道前原インターチェンジに隣接し、交通
アクセスに優れ、また、糸島市内周辺地域は、九州大学を中心に、高水準の教育
と技術力を身につけ、働く意欲に満ちた優秀な若い人材が豊富で、研究機関等の
立地に最適な用地です。
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リサーチパーク内には、既に、水素エネルギー製品研究試験センター、三次元
半導体研究センター、社会システム実証センターの３施設が立地し、今後も研究
機関等の立地が見込まれています。

福岡県への進出を御検討の企業におかれましては、ぜひ糸島リサーチパークへ
の立地を御検討いただきますようお願いします。
---------------------------------------------------------------------------

◆糸島リサーチパークの概要
所 在 地：糸島市東
分譲面積：５２，８５６㎡
分譲単価：２５，０００円／㎡
詳細（リンク）：http://www.kigyorichi.pref.fukuoka.lg.jp/estates/90

◆その他の工業団地（磯光工業団地：宮若市）
詳細（リンク）：http://www.kigyorichi.pref.fukuoka.lg.jp/estates/16
＊販売区画については変わっていることがありますので、お問い合わせください。

◆問い合わせ先
福岡県企業局管理課企画開発係 担当者 白鳥（しらとり）・中山（なかやま）
TEL：092-643-3786
FAX：092-643-3789
E-mail：kigyokyoku@pref.fukuoka.lg.jp

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【７】糸島市子育て世代応援サイト“いとネット”について
≪糸島市役所企画部地域振興課≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

糸島市では、子育て世代の生活を応援し、市への定住を促進するため、糸島市・
福岡都市圏の子育て世代と、子育て世代応援の趣旨に賛同する協賛企業をつなぐ
会員制ポータルサイト“いとネット”を開設しております。

いとネットに会員登録し、協賛店で会員証を提示すると、会員向けの特別サービス
を受けることができます。

さらに、いとネットでは、協賛企業からの会員向けのお得な情報に加え、市から
子育てや教育環境などに関する生活密着情報もお届けします。

皆様のご登録をお待ちしております。
---------------------------------------------------------------------------

◆会員対象者：福岡都市圏の１８歳から４０歳の方または１８歳以下の子どもを
育てている方

◆登録方法：パソコン、スマートフォンよりサイトにアクセスし、入力画面に情報を
入力してください。
サイトＵＲＬ http://itonet.jp

登録後は、会員証の画像データをダウンロードし、スマートフォン等の
端末へ保存して、協賛店でご利用ください。

◆登 録 料：無料
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◆問い合わせ先：
糸島市 企画部 地域振興課 定住・学研都市係
TEL：092-332-2062

■*□*■*□*■*□*■* 事 務 局 か ら の お 願 い ＆ お 知 ら せ *■*□*■*□*■*□*■

◆九大学研都市メールマガジン会員募集中◆
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構（OPACK）では、
メールマガジン会員を随時募集しております。
ダイナミックに変貌を遂げつつある九大学研都市エリアの最新情報を
メールマガジンにて毎月お届けしています。
産学連携、研究施設、立地情報など九大学研都市に関する情報に
関心のある方に是非お知らせください。
【詳 細】
⇒ http://www.opack.jp/files/TopicDetail_45_file.pdf

◆新規の御登録はこちらから
⇒ https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/users/add/

◆設定変更等◆
本メールマガジンはメルマガ会員にご登録いただいた方や、
ＯＰＡＣＫの各セミナー等にご参加いただいた方あてに配信
させていただいております。
メルマガ会員登録内容変更、登録解除、パスワード忘れ等は
下記のURLをご参照ください。
⇒ https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/users/
または、info@opack.jpまでお問い合わせください。

■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■
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