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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。

春の訪れが待ち遠しいですが、寒い日が続いております。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。

今号も、九大学研都市エリアのイベントや九大学研都市に関する
情報を皆さまへお届けして参りますので、よろしくお願いいたします。

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

★ＯＰＡＣＫからお知らせ★

【１】『nano tech 2018 ～国際ナノテクノロジー総合展・技術会議～』
に出展！
≪九州大学学術研究都市推進機構（ＯＰＡＣＫ）≫
〔平成３０年２月１４日（水）～平成３０年２月１６日（金）〕

【２】『九州大学』産・学・官交流促進シーズ発表会 in大阪 2018
開催のご案内！
≪九州大学学術研究・産学官連携本部（ＡｉＲＩＭａＱ）・
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構（ＯＰＡＣＫ）≫
〔平成３０年３月１日（木）１３：３０～１８：３０〕

★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】福岡に総領事館を設置！タイ王国ソムキット副首相が来福
「Opportunity Thailand, Be A Part of it
タイ～今まさに事業展開の最大の好機」セミナー開催のご案内！【New!!】
≪福岡県商工部新事業支援課≫
〔平成３０年２月９日（金）９:３０～１２:００〕

【４】学際ワークショップ
「"水惑星"地球の歴史と未来 水から考えるアジア」
開催のご案内！【New!!】
≪九州大学大学院地球社会統合科学府≫
〔平成３０年２月９日（金）１０:００～１８:００〕

【５】「水素ビジネス参入セミナー2018 ～エネファーム編～(2/9)」
のご案内！【Update!】
≪福岡水素エネルギー戦略会議≫
〔平成３０年２月９日（金）１４：００～１７：００〕

【６】「椎木講堂音雅会２０１８」開催のご案内！【New!!】
≪九州大学総務部地域連携課≫
〔平成３０年２月２４日（土）１３：３０開演〕

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★

【７】「糸島リサーチパーク 分譲」のご案内！
≪福岡県企業局≫

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

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

★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【１】『nano tech 2018 ～国際ナノテクノロジー総合展・技術会議～』
に出展！
≪九州大学学術研究都市推進機構（ＯＰＡＣＫ）≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

当機構では、九大学研都市に関わる以下の団体と共同で、『nano tech 2018』
に出展いたします。

下記の期間中、パネル展示等と併せて九大学研都市の魅力をご紹介します。

＜共同出展者＞
○九州大学 学術研究・産学官連携本部（AiRIMaQ)
○九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター（OPERA)
○（公財）九州先端科学技術研究所
○（公財）福岡県産業・科学技術振興財団
有機光エレクトロニクス実用化開発センター（i3-OPERA)
○（株）Kyulux

また、会期中の２月１５日（木）には、i3-OPERAとKyuluxが、有機ELに関する
シーズをご紹介するセミナーを開催します。

皆さまのご来場をお待ちしております。

---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：
平成３０年２月１４日（水）～平成３０年２月１６日（金）
１０：００～１７：００

◆場 所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明３－１１－１）
http://www.bigsight.jp/access/transportation/

『シーズ＆ニーズセミナー』
平成３０年２月１５日（木）１４：１０～１４：５５
Ｂ会場（東６ホール 会場内）

＜講演者＞

〇（公財）福岡県産業・科学技術振興財団
有機光エレクトロニクス実用化開発センター（i3-OPERA)
http://www.i3-opera.ist.or.jp/

〇（株）Kyulux
https://www.kyulux.com/

※セミナーの詳細は、下記ＵＲＬからご確認ください。
http://nanotech2018.jcdbizmatch.jp/jp/Presentation/Info/Main/1

※nano tech 2018 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
http://www.nanotechexpo.jp/main/outline.html

◆問合わせ先
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公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構（ＯＰＡＣＫ）
ＴＥＬ：０９２－８０５－３６７７
ＦＡＸ：０９２－８０５－３６７８
Ｅ-mail：info@opack.jp

★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【２】『九州大学』産・学・官交流促進シーズ発表会 in大阪 2018
開催のご案内！
≪九州大学学術研究・産学官連携本部（ＡｉＲＩＭａＱ）・
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構（ＯＰＡＣＫ）≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

九州大学と企業、自治体の皆さまとの共同研究、連携を進めるため
九州大学の様々な研究テーマについてお知らせする講演会を開催
いたします。

皆さまのご参加をお待ちしております。
--------------------------------------------------------------------------
◆開 催 日：平成３０年３月１日（木）

◆場 所：ヒルトン大阪 ４階（金の間）
http://www.hiltonosaka.com/access/

◆定 員：１２０名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）

◆参 加 費：無料です。

◆主 催：
・九州大学学術研究・産学官連携本部
・公益財団法人九州大学学術研究推進機構

◆開催時間・式次第

〇 開 場 １３：００～

〇 講演会 １３：３０～１７：１０

〇 交流会 １７：２０～１８：３０

〇 式次第

【主催者挨拶】
・国立大学法人九州大学 副理事
学術研究・産学官連携本部
副本部長 古川 勝彦

・公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構
事務局長 坂井 忠則

【九州大学学術研究・産学官連携本部の紹介】
・産学官連携推進グループリーダー 遠藤 聡史

【九州大学学術研究都市推進機構の紹介】
・産学連携主幹 岩重 英治
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【研究者の講演】
・『コバレントドラック開発のための
ケミカルバイオロジープラットホーム』
薬学研究院 創薬科学部門
教授 王子田 彰夫 氏

・『ＡＩ創薬：化学物の薬効や副作用を
予測するデータ駆動型アプローチ』
生体防御医学研究所 附属生体多階層システム研究センター
准教授 山西 芳裕 氏

・『ＩoＴを用いた運動行動変容のための
プログラム開発：フレイルの観点から』
基幹教育院 学修・健康支援部門
教授 熊谷 秋三 氏

・『無線器の電波を電源に
-マイクロエネルギーハーベスティングとその医療応用-』
システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門
准教授 金谷 晴一 氏

・『生体親和性材料の設計と製品化のポイント
-健康・医療から環境・エネルギーまで』
先導物質化学研究所 ソフトマテリアル部門
教授 田中 賢 氏

◆申込方法：（締切２月２２日（木））

①ＦＡＸ：
次のhttp://www.opack.jp/events/detail/106より申込書を
ダウンロードし、必要事項を記載の上、お申込みください。

②E-mail：
貴社名・役職・氏名・ご連絡先及び交流会の出欠をご明記の上、
次のアドレスまで送信ください。
E-mail：semi0301@opack.jp

◆お問い合わせ先：
公益財団法人 九州大学学術研究都市推進機構（ＯＰＡＣＫ）
担当：秋山
E-mail：semi0301@opack.jp

・シーズ発表会チラシ（申込書） ：
https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_23019_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】福岡に総領事館を設置！タイ王国ソムキット副首相が来福
「Opportunity Thailand, Be A Part of it
タイ～今まさに事業展開の最大の好機」セミナー開催のご案内！【New!!】
≪福岡県商工部新事業支援課≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

タイ投資委員会（BOI）、在京タイ王国大使館ならびに福岡県および
ジェトロ福岡(共催）は、タイ王国のソムキット副首相が来福する機会に、
セミナー「Opportunity Thailand, Be A Part of it タイ～今まさに
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事業展開の最大の好機」を開催致します。

タイ政府は、現在産業の高度化とサービス産業の高付加価値化を
図るべく、全く新しい経済モデル『Thailand 4.0』を打ち出しました。
また、新たに、過去３０年間にわたる開発を経て一大工業地帯となった
タイ東部沿岸地域、イースタンシーボードを「東部経済回廊（EEC）」
として指定し、集中的にインフラを強化します。
既に国際空港、商業港、高速鉄道、複線鉄道等のインフラの開発計画が
決定されています。

セミナーでは、ソムキット副首相による基調講演の他、外務省副大臣
による総領事館設置に関する説明、EEC事務局長、タイ投資委員会(BOI)
長官、ジェトロバンコク事務所長が講演やパネルディスカッションを
通じて直近の投資政策やインフラ開発計画を ご説明し、進出企業に
タイが提供するビジネスチャンスについて明らかにします。
--------------------------------------------------------------------------
◆日 時：
平成３０年２月９日（金）９:３０～１２:００（受付開始９：００）

◆場 所：
ホテルオークラ福岡 ４階「平安の間」
（〒８１２－００２７ 福岡県福岡市博多区下川端町３－２）
ＴＥＬ：０９２－２６２－１１１１（代）
https://www.fuk.hotelokura.co.jp/access/

◆参 加 費：無料です。

◆定員：４００名

◆内 容：
～プログラム（予定）～ ※予告なく変更される場合がございます

９：３０～９：３５ 歓迎の辞
小川 洋 福岡県知事

９：３５～９：５５ 基調講演
「経済成長の牽引者としてのタイ」
ソムキット・チャトゥシーピタック タイ国副首相

９：５５～１０：０５ 挨拶
コーブサック・プートラクーン タイ首相府大臣

１０：０５～１０：４０ 講演
福岡総領事館開設に関する説明 タイ外務省副大臣
「最新の東部経済回廊 (EEC) 開発計画について」

１０：４０～１１：００ 休憩

１１：００～１２：００ パネルディスカッション
東部経済回廊（EEC）事務局
カニット・セーンスパン 事務局長

タイ投資委員会（BOI）
ドゥアンチャイ・アサワジンタチット 長官

ジェトロバンコク事務所
三又 裕生 所長

◆言語 タイ日同時通訳
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◆申込方法：
下記ＵＲＬよりお申し込みください。
https://www.jetro.go.jp/events/fuk/cb7731f9c4aa8d49.html

◆申込締切日 平成３０年年２月５日（月）

◆お問合せ先：
（お申込について）
ジェトロ福岡
ＴＥＬ：０９２－７４１－８７８３
ＦＡＸ：０９２－７１４－０７０９
Ｅ-mail：fuk@jetro.go.jp

（プログラムについて）
ＴＥＬ：０３－３５８２－１８０６
ＦＡＸ：０３－３５８９－５１７６
Ｅ-mail：thaiboitokyo@gol.com

・20180209_Fukuoka_Seminar ： https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_23020_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★
---------------------------------------------------------------------------
【４】学際ワークショップ
「"水惑星"地球の歴史と未来 水から考えるアジア」
開催のご案内！【New!!】
≪九州大学大学院地球社会統合科学府≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

九州大学大学院比較社会文化研究院・地球社会統合科学府・持続可能な
社会のための決断科学センターの共催により、学際ワークショップ
「"水惑星"地球の歴史と未来 水から考えるアジア」を開催します。

皆様のご参加をお待ちしております。
--------------------------------------------------------------------------
◆日 時：
平成３０年２月９日（金）１０:００～１８:００

◆場 所：
九州大学伊都キャンパス 稲盛財団記念館稲盛ホール
http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/campus/ito/

◆内 容：
【安全講習ワークショップ】

事故事例から学ぶ野外活動の安全対策
北川 健司（株式会社アウトドアサポートシステム）

【基調講演】

水惑星・地球であるがゆえに…
小山内 康人（地球社会統合科学府 学府長）

【セッションⅠ「命を育む水」】

農業と水資源：環境変化への社会・生業適応
藤岡 悠一郎（地球社会統合科学府）
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水資源への新たな価値の創出と森林管理
百村 帝彦（持続可能な社会のための決断科学センター）

開発フロンティアとしてのマングローブ湿地
鈴木 伸二（近畿大学 総合社会学部）

※コメンテーター：生田 博子（九州大学 留学生センター）

【セッションⅡ「荒ぶる水」】

河川工学と防災：水害のリスク管理
島谷 幸宏（持続可能な社会のための決断科学センター）

水の恵みと水のもたらす災厄
竹沢 尚一郎（国立民族学博物館）

※コメンテーター：三隅 一人（地球社会統合科学府）

【総括討論】
【閉会の辞】

矢原 徹一（持続可能な社会のための決断科学センター）

◆対 象 者：学際ワークショップはどなたでもご参加いただけます。

◆参 加 費：無料です。

◆申込方法：
以下のフォームよりお申し込みください。
https://isgs.kyushu-u.ac.jp/ISGSevent/entry.html

◆お問合せ先：
九州大学大学院地球社会統合科学府 グローバル化プロジェクト推進室
ＴＥＬ：０９２－８０２－５６７０
Ｅ-mail：event@scs.kyushu-u.ac.jp

・学際Workshop_20180209 ： https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_23021_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★
---------------------------------------------------------------------------
【５】「水素ビジネス参入セミナー2018 ～エネファーム編～(2/9)」
のご案内！【Update!】
≪福岡水素エネルギー戦略会議≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

福岡水素エネルギー戦略会議は環境にやさしい水素エネルギー社会の実現に
向け、研究開発、人材育成、産業育成等に総合的に取組んでいます。
この度、標記のセミナーを開催しますのでご案内いたします。
--------------------------------------------------------------------------
水素・燃料電池関連市場への県内企業の参入を促進するため、
現在、普及が進む家庭用燃料電池（エネファーム）の部品及び
その仕様をトップメーカーのパナソニックからご説明いただきます。
会場にはスケルトン型エネファーム本体も展示します。
皆様奮ってご参加くださいますようお願いいたします。
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◆日 時：平成３０年２月９日（金）１４：００～１７：００

◆場 所：八重洲博多ビル（３階 会議室６）
（福岡市博多区博多駅東２－１８－３０）
http://www.kyushu-yaesu.co.jp/hall/map.html

◆申込方法：下記ＵＲＬより、お申し込み下さい。
https://www.sipstool.com/f-suiso/anq/index.php?p=20180104114846

◆お問合せ先：
福岡水素エネルギー戦略会議事務局
担当：高木・稲村
ＴＥＬ：０９２－６４３－３４４８
E-maiｌ：info@f-suiso.jp

※内容・詳細につきましては、ホームページ・メールマガジンにて随時情報を
更新してまいります。（http://www.f-suiso.jp/info/13190.html）

★九大学研都市に関する団体・機関からイベント等のお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【６】「椎木講堂音雅会２０１８」開催のご案内！【New!!】
≪九州大学総務部地域連携課≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

椎木講堂は，椎木正和様より九大百年を記念してご寄贈いただいた
施設であり、九大百年を象徴し、学生や教職員の誇りとなり、市民を
惹きつけ、新しい学術芸術文化の拠点となる講堂です。

２０１５年より、広く地域の皆様にも講堂に親しんでいただける
機会として、無料の音楽コンサートを開催しており，２０１８年は
２月２４日（土）に開催することとなりました。

皆様のご参加をお待ちいたしております。
---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：平成３０年２月２４日（土）１３：３０開演

◆場 所：九州大学伊都キャンパス 椎木講堂 コンサートホール
（福岡市西区元岡７４４）
http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/campus/ito/
※マップ中の６２番の建物です。

◆プログラム：

○第一部 ピアノ＆他楽器・歌声・ダンスの饗宴

○第二部 楽器と歌声・ダンスの饗宴

○第三部 ピアノ名曲クラシック

◆対 象 者：どなたでも御参加いただけます。

◆参 加 費：無料です。

◆定 員：ございません。

◆申込方法・申込期限：事前申込は不要です。当日の先着順となります。
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◆問合せ先：
九州大学総務部地域連携課
ＴＥＬ：０９２－８０２－２４４８
ＦＡＸ：０９２－８０２－２４３８
Ｅ-Ｍａｉｌ：syrrenkei@jimu.kyushu-u.ac.jp

・椎木講堂音雅会チラシ ： https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_23023_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【７】「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。

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★
---------------------------------------------------------------------------
【８】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：
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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

◆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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