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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。

8月に入り、本格的な夏を迎えました。
厳しい暑さが続いておりますので、体調には十分にお気を付けください。

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━━━━━━━━━*◆*◎*◆*

★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】九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）大学説明会
開催のご案内！
≪九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）≫
〔平成３０年８月８日（水）・８月２０日（月）・９月１３日（木）〕

【２】「市村賞受賞記念フォーラム」９月３日（月）開催のご案内！【New!!】
≪公益財団法人市村清新技術財団≫
〔平成３０年９月３日（月）１３時００分～１８時４０分〕

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★

【３】「糸島リサーチパーク 分譲」のご案内！
≪福岡県企業局≫

【４】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】九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）大学説明会
開催のご案内！
≪九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）は、平成３１（２０１９）年４月入学者
（第１７期生）向けの大学説明会（博多・熊本）と入試説明会（博多）を、下記の
要領で行います。
ＱＢＳの教育プログラムの特徴や教員による模擬講義のほかに、社会人が働き
ながら学ぶ意義や、その実際の生活の様子、キャリアへの影響などについて、
在校生や修了生がパネルディスカッション形式で語ります。
---------------------------------------------------------------------------
＜各会場共通プログラム＞

・ＱＢＳの教育プログラムについて
・模擬講義
・在校生・修了生によるパネルディスカッションとＱ＆Ａ
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◆大学説明会（福岡）

日 時：平成３０年８月８日（水）１９時００分～２１時１５分

場 所：ＪＲ博多シティ１０階 大会議室

模擬講義：星野 裕志 教授「国際経営」

アクセス：https://www.jrhakatacity.com/communicationspace/#Access

◆大学説明会（熊本）

日 時：平成３０年８月２０日（月）１９時００分～２１時００分

場 所：くまもと県民交流館パレア１０階 会議室７

模擬講義：平野 琢 講師「企業の社会的責任（ＣＳＲ）について」

アクセス：http://www.parea.pref.kumamoto.jp/about03.html

◆入試説明会（博多）

日 時：平成３０年９月１３日（木）１９時００分～２１時０５分

場 所：ＪＲ博多シティ１０階 大会議室

模擬講義：高田 仁 教授「ビジネスモデル」

アクセス：https://www.jrhakatacity.com/communicationspace/#Access

◆参 加 費：無料

◆申込方法：参加ご希望の方は、
氏名（ふりがな）
連絡先（自宅または勤務先住所）
郵便番号
電話番号
メールアドレス

をご記入の上、ビジネス・スクール支援室にメールまたは
ファックスにてお申し込み下さい。

九州大学ビジネス・スクール支援室
メール：qbs@econ.kyushu-u.ac.jp
ファックス：０９２-６４２-４３３６

◆お問合せ先：
九州大学ビジネス・スクール支援室
メール：qbs@econ.kyushu-u.ac.jp

・ＱＢＳ大学説明会 ： https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_24734_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】「市村賞受賞記念フォーラム」９月３日（月）開催のご案内！【New!!】
≪公益財団法人市村清新技術財団≫
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---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

公益財団法人市村清新技術財団では９月３日に福岡市にて「市村賞受賞記念
フォーラム」を開催いたします。
昨年度の市村学術賞、市村産業賞受賞者による講演と三菱総合研究所理事長
小宮山宏様による基調講演、および当財団の市村賞などの顕彰事業、大学や
企業向けの助成事業の紹介です。
ご興味のある方であれば、どなたでも参加可能です。皆様のご参加をお待ち
しています。
--------------------------------------------------------------------------
◆日 時：
平成３０年９月３日（月）
受付開始 １２時００分
講演会 １３時００分～１７時３５分
懇親会 １７時４０分～１８時４０分

◆場 所：
グランドハイアット福岡
〒８１２－００１８
福岡市博多区住吉１－２－８２ 電話：０９２－２８２－１２３４
ＵＲＬ： https://fukuoka.grand.hyatt.com/ja/hotel/our-hotel.html
アクセス：https://fukuoka.grand.hyatt.com/ja/hotel/our-hotel/map-and-directions.html

◆内 容：

基調講演として株式会社三菱総合研究所理事長の小宮山宏氏（元東京大学
総長）に「プラチナ社会の実現に向けて－地球環境問題と科学技術－」と
題してお話しいただくとともに、第５０回市村産業賞・学術賞で功績賞を
受賞された５テーマにつき受賞内容を中心に、独創的な創意工夫と実用化
への取り組みについてお話しいただきます。
詳細は以下のリンクをご確認ください。

http://www.sgkz.or.jp/prize/forum/

◆対 象 者：ご興味のある方

◆参 加 費：参加料は交流会を含めて無料

◆申込方法：
市村清新技術財団のホームページ（http://www.sgkz.or.jp/）
よりお申し込みください。

◆お問合せ先：
公益財団法人 市村清新技術財団
部長 滝口康之
〒１４３－００２１
東京都大田区北馬込１－２６－１０
電話：０３－３７７５－２０２１
ファックス：０３－３７７５－２０２０
メールアドレス：ytakiguchi@sgkz.or.jp

国立大学法人九州大学学術研究・産学官連携本部
総括企画調整グループ
電話：０９２－８３２－２１２７

・市村賞受賞記念フォーラム ： https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_24735_file.pdf
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★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【３】「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

◆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）
電話：092-643-3786
ファックス：092-643-3789
メールアドレス：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★
---------------------------------------------------------------------------
【４】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：
（１）１８歳以下の子どもを育てている人
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（２）子育てに関心がある１８歳以上の人

糸島市在住の人は「特別会員」、糸島市外の人は「一般会員」となります。

◆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
電話：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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