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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、
４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】九州大学人社系協働研究・教育コモンズの第二弾企画
「仮設の文化について考える」開催のご案内！
≪九州大学人社系協働研究・教育コモンズ≫
〔平成３１年３月１５日（金）１４時３０分～１７時３０分〕

【２】福岡で新しい運動会を楽しもう！「未来の運動会」開催のご案内！【New!!】
≪九州大学未来デザイン学センター≫
〔平成３１年３月１７日（日）１３時００分～１７時００分〕

【３】リサーチ・アドミニストレーションの課題とこれから
～米・欧・豪のURAの経験に学ぶ～開催のご案内！
≪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≫
〔平成３１年３月１９日（火）１３時００分～１７時３５分〕

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★

【４】糸島市の森林利用ニーズ調査：ネットアンケートご協力のお願い！【New!!】
≪九州大学大学院農学研究院森林政策学研究室≫

【５】「糸島リサーチパーク 分譲」のご案内！
≪福岡県企業局≫

【６】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】九州大学人社系協働研究・教育コモンズの第二弾企画
「仮設の文化について考える」開催のご案内！
≪九州大学人社系協働研究・教育コモンズ≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

人文社会科学系４部局「人文科学研究院」「人間環境学研究院」「法学研究院」
「経済学研究院」は、教育活動及び研究活動における連携を企画し管理運営
していくために「人社系協働研究・教育コモンズ」を設けて活動しております。
「現れ消える束の間のスペクタクル」
先般、第４０回サントリー学芸賞を受賞された京谷啓徳先生の著作『凱旋門と
活人画の風俗史』 から、凱旋門をめぐる話題を中心にとりあげていただき、
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その儚くも人々を魅了してやまないスペクタクルの魔力について、縦横無尽に
語っていただきます。
また、ディスカッサントの先生方との議論も通じ、仮設の文化全般について
射程を広げその意味や機能について考えていきます。
---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：
平成３１年３月１５日（金）１４時３０分～１７時３０分
（１４時００分開場）

◆場 所：九州大学伊都キャンパスイースト２号館１階Ｄ１０５講義室
http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/campus/ito/

◆内 容：

基調講演：京谷 啓徳氏 (九州大学大学院人文科学研究院 准教授)

ディスカッサント：
小笠原 弘幸（九州大学大学院人文科学研究院）
堀 賀貴 （九州大学大学院人間環境学研究院）
赤坂 幸一 （九州大学大学院法学研究院）
小津 稚加子（九州大学大学院経済学研究院）

◆対 象 者：一般・学生

◆定 員：なし（会場の都合により入場を制限する場合がございます。）

◆参 加 費：不要

◆申込期限：参加申込不要です。当日会場までお越しください。

◆お問合せ先：
九州大学人社系協働研究・教育コモンズ
http://commons.kyushu-u.ac.jp/
collaborative.platform@cmns.kyushu-u.ac.jp

・九大人社系コモンズ第二弾企画「仮設の文化について考える」 ： 
https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_26829_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】福岡で新しい運動会を楽しもう！「未来の運動会」開催のご案内！【New!!】
≪九州大学未来デザイン学センター≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

九州大学未来デザイン学センターは、国際的なデザイン学の研究拠点を
形成することを目的とし、産官民との連携により、スピーディな社会実装を
推進し、未来社会の創生に積極的に貢献していくことを目指す組織です。

今回は、「運動会ハッカソン」でつくった競技をやってみる「未来の運動会」
の参加募集です。本企画では、教職員、学生と他大学、関係協力機関の産官民
が連携をとり、新しいスポーツをデザインし体験することを通じて、福岡の
運動会の可能性について考え、未来社会の創成を行っていきます。

ハッカソンとは・・・ハッカソン（Hackathon）とは、ハック（Hack）と
マラソン（Marathon）を掛け合わせた造語です。エンジニア、デザイナー、
プランナー、マーケターなどがチームを作り、与えられたテーマに対し、
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それぞれの技術やアイデアを持ち寄り、短期間に集中してサービスやシステム、
アプリケーションなどを開発し、成果を競う開発イベントの一種を指します。
---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：
・未来の運動会【競技を楽しむ】

平成３１年３月１７日（日）
受付 １２時００分～１３時００分
大会 １３時００分～１７時００分

◆場 所：
九州大学 大橋キャンパス 体育館（福岡市南区塩原４－９－１）
http://www.kyushu-u.ac.jp/f/32763/2018ohashi.pdf
ＭＡＰ２７の建物です。

◆内 容：
イベントＨＰをご覧ください。
https://www.kidnext.design.kyushu-u.ac.jp/news/view/197

◆対 象 者：
・未来の運動会
小学生以上（未就学児入場可）
ゲームクリエイター、エンジニアリング、地域おこしにご興味のある方等

◆定 員：
・未来の運動会 １５０名

◆参 加 費：
・未来の運動会 ５００円

◆申込期限：
・未来の運動会
平成３１年３月１６日（土）１５時００分
※運動会ハッカソンの募集は締切りました。

◆申込方法：
大会受付フォームよりお申込みください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaOxVScQpzlMBG71TNo8lcVdiEiRRTIHsFLERonHBs2I9DyQ/viewform

◆お問い合わせ先
九州大学 大学院芸術工学研究院 研究院長戦略室 松本
mirai.fukuoka.undoukai@gmail.com

★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】リサーチ・アドミニストレーションの課題とこれから
～米・欧・豪のURAの経験に学ぶ～開催のご案内！
≪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≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

リサーチ・アドミニストレーション制度が導入され、リサーチ・アドミニストレーター
（URA）は研究支援の専門職として何を目的として、どのような業務をするべきか
再考する時期がきました。そこで、本セミナーでは、海外の先進的なリサーチ・
アドミニストレーション活動を学ぶと同時に、日本におけるリサーチアドミニスト
レーションの課題と今後の方策について議論します。
---------------------------------------------------------------------------
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◆日 時：
平成３１年３月１９日（火）１３時００分～１７時３５分
（１７時３５分～情報交換会）

◆場 所：九州大学伊都キャンパス稲盛財団大ホール
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/34233/20181001ito.pdf
（マップ48番）
バス停「九大理学部前」下車徒歩１分

◆対象：
学内外のリサーチ・アドミニストレーター（URA）、事務職員、研究者など

◆プログラム：

１３時００分～１３時０５分
開会挨拶
九州大学副学長 佐々木 裕之 教授

１３時０５分～１３時３５分
講演１「我が国へのURAの導入―その経緯、活動と課題―」
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 研究開発部長
山本 進一 教授

１３時３５分～１４時１５分
講演２「国際研究資金について～プレアワードからポストアワードまで～」
Christine Chang, US Research Funding Specialist, KarolinskaInstitute

１４時１５分～１４時５５分
講演３「大型プロジェクト獲得のための研究支援」
Prof. Karl V. Steiner, Vice President for Research, University of
Maryland Baltimore County

休憩

１５時０５分～１５時４５分
講演４「研究戦略・研究資金獲得のためのデータ分析の重要性」
Monique O’Callaghan, Director Research Development (MDHS), Melbourne
University

１５時４５分～１６時２５分
講演５「異分野融合研究推進」
Kathleen A. Hayes-Ozello, Proposal Development Specialist, Ohio State
University

１６時２５分～１７時３０分
パネルディスカッション

１７時３０分～１７時３５分
閉会挨拶
九州大学学術研究・産学官連携本部 三和 正人 研究推進主幹

１７時３５分～１９時３０分
情報交換会（会費制２，５００円）

◆参 加 費：無料、情報交換会（会費制２，５００円）

◆参加申込：https://goo.gl/forms/PsZjM7vGqOigD5EB2

◆お問合せ：
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
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電話：０９２－８０２－２１６２
Ｅメール：grant@airimaq.kyushu-u.ac.jp

・URAセミナーチラシ ： https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_26831_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【４】糸島市の森林利用ニーズ調査：ネットアンケートご協力のお願い！【New!!】
≪九州大学大学院農学研究院森林政策学研究室≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

社会貢献活動や社員のメンタルヘルス、炭素クレジットなど森林が注目
されています。それらのニーズについて、糸島市と九州大学の連携研究で
アンケートを実施中です。下記をクリックしてご協力をお願いします。

https://goo.gl/forms/6vptIih6OoZmkjQq2
---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：アンケート期間（平成３１年３月７日（木）～３月２５日（月））

◆内 容：

糸島市九州大学組織連携研究（「持続可能な森林管理の実現に向けた
里山資源の新たな活用方法に関する研究」代表者：藤本登留准教授）
の分担研究として「森林利用ニーズおよび里山保全活動」について
調べています。教育関係者、可也山登山者、企業への需要調査を
実施しています。企業や団体の皆さまを対象に、ネットアンケート
（https://goo.gl/forms/6vptIih6OoZmkjQq2）を実施中です。
社会貢献活動や社員のメンタルヘルス、炭素クレジットなど様々な
森林利用ニーズについてお聞かせ下さい。

◆対 象 者：
企業や団体の皆さま
（必ずしも組織を代表する意見でなくても、個人のご意見でも結構です）

◆お問い合わせ先
九州大学大学院農学研究院森林政策学研究室
佐藤宣子（sato.noriko.842@m.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】「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
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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★
---------------------------------------------------------------------------
【６】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
（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
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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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