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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。
過ごしやすい季節となりました。
皆様、連休はいかがお過ごしでしたでしょうか？
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━━━━━━━━━*◆*◎*◆*
★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】第131回分析基礎セミナー
「機器分析の活用【2】物性測定(天秤・熱分析)」 開催のご案内！【New!!】
≪九州大学中央分析センター≫
〔令和元年5月15日(水) 13：00〜17：00〕
【２】アグリコラボいとしま10周年記念講演・パネルディスカッション
「糸島農業のこれからを考える」 開催のご案内！【New!!】
≪糸島農業産学官連携推進協議会（アグリコラボいとしま）≫
〔令和元年5月25日（土）13:00-16:45〕
【３】福岡水素エネルギー戦略会議「定期総会・講演会・交流会」のご案内！【New!!】
≪福岡水素エネルギー戦略会議≫
〔令和元年6月3日（月）14:00〜18:30〕

【４】〜超党派若手国会議員とこれからの政治と教育を考える〜
in九州大学 開催のご案内！【New!!】
≪一般社団法人 日本若者協議会事務局≫
〔令和元年5月21日（火） 18：00-20：00〕
★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【５】平成31年度有機ＥＬ分野参入促進支援補助金のご案内！【New!!】
≪公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団≫
〔令和元年4月8日（月）-6月14（金）〕
【６】ホストファミリー募集のおしらせ！【New!!】
≪九州大学×(株)ネクステージ≫
〔令和元年7月6日（土）-7月19（金）・20日（土）〕
【７】「九州・フィリピン経済交流ミッション2019」団員募集のご案内！【New!!】
≪九州経済国際化推進機構、一社)九州経済連合会、九州経済産業局≫
〔令和元年7月15日（月･祝）〜7月19日（金）〕

*◆*◎*◆*━━━━━━━━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】第131回分析基礎セミナー
「機器分析の活用【2】物性測定(天秤・熱分析)」 開催のご案内！【New!!】
≪九州大学中央分析センター≫
-------------------------------------------------------------------------------◆概 要
九州大学中央分析センターでは平成19年より毎年定期的(年10回程度）に
分析基礎セミナーを開催しています。これは機器分析の原理・基礎知識を習得して
より効果的に分析機器を使用していただくことを目的とするものです。今年度のセミナ-は、
学んだ機器分析の知識をより実践の場で活用できるような内容になっています。
今回は、研究・開発の基礎となる物性測定に関して知識が得られる内容です。
-------------------------------------------------------------------------------◆日 時：令和元年5月15日(水) 13：00〜17：00
◆場 所：九州大学伊都キャンパス・工学部第4講義室(西講義棟3階)
◆内 容：
13:00-14:55 天秤の基礎と活用
〜高精度な計量と作業の効率化のために知っておくべきいくつかのこと〜
正確で高精度な計量結果を得るには、天びん本体、天びん周辺、量り取るサンプルの
コンディションを整える必要があります。何をどうすれば良いか、分かりやすくご説明します。
また、分注作業の効率化には粉体・液体自動分注装置を提案します。
本装置は、サンプル調整の時間を大幅に短縮し、希釈濃度を一定に保つだけでなく、
作業の安全性とサンプル液の廃棄も少なくするというメリットを備えています。
15:05-17:00 材料解析と熱分析
〜 DSC, TGを中心とした基礎と材料特性への活用法〜
熱分析は材料の熱特性を得るために重要かつ唯一の方法といっても過言ではなく、
この中でも動的な材料熱物性を得るためのツールとしてDSCが広く知られています。
手法が多岐に渡る熱分析は，原理を理解して取り扱わないとその結果解釈を誤ることが
あります。本講演では熱分析の中でも利用の多いDSCおよびTGを中心に熱分析の原理、
材料特性への活用法について解説します。
◆対 象 者：どなたでもご参加いただけます。
◆参 加 費：無料
◆申込方法・申込期限：当日までにメールかファックスでご氏名・ご所属を明記の上
お申込みください。
◆問合せ先：九州大学 中央分析センター伊都分室・渡辺
TEL: 092-802-2857 FAX: 092-802-2858
E-mail: watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp

★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】アグリコラボいとしま10周年記念講演・パネルディスカッション
「糸島農業のこれからを考える」 開催のご案内！【New!!】
≪糸島農業産学官連携推進協議会（アグリコラボいとしま）≫
-------------------------------------------------------------------------------◆概 要：
糸島農業産学官連携推進協議会（通称 アグリコラボいとしま）は、平成22年3月設立以来、
「農業生産に係る研究及び生産現場のニーズについて」 講演会やワークショップを開催、
農産物の鮮度保持やブランド化、情報通信技術の活用、家畜伝染病、市場開拓、地産地消、
スマート農業、土づくり、鳥獣害対策など、糸島農業の現場の課題に産学官連携のなかで
取り組んできました。設立10周年を迎えるにあたり、地域に根ざした持続可能なこれからの
農業を「まちづくり」の視点から考えます。どなたでもご参加ください。

-------------------------------------------------------------------------------◆日 時：令和元年5月25日（土）13:00-16:45
◆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
〒819-0395 福岡市西区元岡744番地
◆内 容：
○13:00〜13:30 開会
○13:30〜15:00 記念講演「農業から踏み出すまちづくり 〜糸島への提言〜」
講演者：㈱日本総合研究所 主席研究員 藻谷 浩介 氏
○15:00〜15:10 休憩
○15:10〜16:30 パネルディスカッション「農業から踏み出すまちづくり」
コーディネーター：前福岡県農業大学校校長 川口 進 氏
パネリスト：JA糸島青年部 古川 泰弘 氏
糸島市農業女性の会ふた葉 浦 美鈴 氏
福岡県農業大学校学生 原 涼太 氏
九州大学大学院生物資源環境科学府大学院生 米田 彩美 氏
○16:30〜16:45 閉会
○16:45 終了予定
※詳細はこちらをご覧ください。→ https://www.facebook.com/ac.itoshima
◆対 象 者：どなたでもご参加いただけます。
◆参 加 費：無料
◆定員：200名
◆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。
◆お問い合わせ先
九州大学農学部総務課アグリコラボいとしま担当 那須
TEL：092-802-4700
e-mail：ito-office@agr.kyushu-u.ac.jp
・ｱｸﾞﾘｺﾗﾎﾞいとしま10周年ﾎﾟｽﾀｰ ：
https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail̲27102̲file.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】福岡水素エネルギー戦略会議「定期総会・講演会・交流会」のご案内！【New!!】
≪福岡水素エネルギー戦略会議≫
-------------------------------------------------------------------------------◆概 要：
平素より戦略会議の運営に対しご支援を賜り、誠にありがとうございます。
「令和元年度 定期総会・講演会・交流会」は下記の日程において開催いたしますので、
ご案内いたします。
いずれも会員以外の皆様にもご参加いただけます。奮ってお申込みください。
＊内容・詳細については、随時、ホームページ・メールマガジン等にてお知らせいたします。
-------------------------------------------------------------------------------◆日 時：令和元年6月3日（月）14:00〜18:30
・総 会：14:00〜15:00
・講演会：15:10〜16:50
・交流会：17:00〜18:30
◆場 所：・ソラリア西鉄ホテル福岡 8F（福岡市中央区天神2-2-43） 「彩雲」
西鉄福岡（天神）駅から直結
地下鉄空港線天神駅5番出口より徒歩約3分
◆内容（予定）：

14:00〜15:00
＜総 会＞
平成30年度 事業報告・令和元年度 事業計画
15:10〜16:15
＜特 別 講 演＞
◎〜水素社会実現に向けたトヨタ自動車の取り組み〜 について（予定）
トヨタ自動車株式会社
先進技術開発カンパニー
Executive Vice President 深澤 和広 様
◎〜水素社会実現に向けた東芝エネルギーシステムズの取り組み〜 について（予定）
東芝エネルギーシステムズ株式会社
水素エネルギー事業統括部
統括部長 大田 裕之 様
16:20〜16:50
＜事 例 発 表＞
〜水素ビジネス参入に向けたチャレンジ〜 についてご講演を予定
福岡酸素株式会社
ガスエンジニアリング部
課長 松山 義崇 様
17:00〜18:30
＜交 流 会＞
5,000円／人（予定)
◆お申込：ホームページより、オンラインでお申込みいただけます。
http://www.f-suiso.jp/info/15767.html
＊講演内容・タイトル等については、決まり次第、
ホームページ・メールマガジン等にて、随時お知らせいたします。
◆お問い合わせ先： 福岡水素エネルギー戦略会議事務局
（福岡県商工部新産業振興課内）
TEL：０９２−６４３−３４４８
Mail：info@f-suiso.jp
・福岡水素エネルギー戦略会議 ： https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail̲27103̲file.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】〜超党派若手国会議員とこれからの政治と教育を考える〜
in九州大学開催のご案内！【New!!】
≪一般社団法人 日本若者協議会事務局≫
-------------------------------------------------------------------------------◆概 要：
学生の政治への関心を本イベントにて九州大学から大きく広げていくことを目指し、
協力政治団体、若者政策推進議連から派遣された若手国会議員と九大生、九大教員との
討論会を開催します。
-------------------------------------------------------------------------------◆日 時：令和元年5月21日（火） 18：00-20：00
◆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
◆対 象 者：九大生、九大教職員、一般の学生、社会人
◆内 容：
パネルディスカッションテーマ
①被選挙権年齢引き下げ
②教育予算及び科研費

◆定員：なし
◆参 加 費：社会人2,000円、学生は無料
◆申込期限：当日券あり
◆申込方法： https://peatix.com/event/628155
◆お問い合わせ先
九州大学 学務部学務企画課企画調査係
電話：092-802-5814
メールアドレス：gakikaku@jimu.kyushu-u.ac.jp
・ポスター ： https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail̲27104̲file.pdf
★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
-------------------------------------------------------------------------------【５】平成31年度有機ＥＬ分野参入促進支援補助金のご案内！【New!!】
≪公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団≫
-------------------------------------------------------------------------------◆概 要：
このたび、公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団にて、有機EL分野への
参入又は有機EL分野における事業拡大を目指す企業の製品開発、販路開拓等に
対する補助金の公募を開始いたしますので、御案内させていただきます。
※詳細は公募要領及び交付要綱をご確認ください。
公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 http://www.ist.or.jp/information-ja/2820
-------------------------------------------------------------------------------◆事業の目的：
福岡県内に事業所を持ち、有機EL分野※への参入又は有機EL分野における事業拡大を
目指す企業の製品開発、販路開拓等に対する補助を行うことによる福岡県における
有機EL関連産業の振興を目的とします。
※有機ELを用いた製品、有機EL材料(周辺材料を含みます。)、有機EL製造装置、
有機EL製造装置部品及び有機EL評価装置等の分野を指します。
◆応募対象者：福岡県内に事業所を持つ企業。
(応募時に福岡県内に事業所を持っていない企業であっても、補助対象期間内に
事業所を持つ予定がある場合は応募可能とします。)
◆補助率、補助金の額の範囲、採択予定件数
(1)補助率 補助対象経費の1/2以内。
(2)補助金の額の範囲 1件につき100万円以上、500万円以下。
(3)採択予定件数 2〜4件程度。
◆スケジュール（予定）：平成31年4月8日 募集開始
令和元年6月14日 募集終了
7月中旬 審査結果通知
7月下旬まで 交付申
8月上旬 交付決定(補助対象期間開始)
令和2年2月14日 補助対象期間終了
2月28日まで 実績報告
3月上旬 額の確定
3月中旬まで 精算交付請求
3月下旬 精算交付
◆問い合わせ先
有機光エレクトロニクス部有機光エレクトロニクス実用化開発センター 渕上、因幡、廣瀬
Email:t-fuchigami@ist.or.jp
TEL:092-805-1850

・参入補助チラシ ： https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail̲27105̲file.pdf
★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
-------------------------------------------------------------------------------【６】ホストファミリー募集のお知らせ！【New!!】
≪九州大学×(株)ネクステージ≫
-------------------------------------------------------------------------------◆概 要：
これから始まる異国での学校生活。たくさんの夢・希望と目標、そしてちょっぴり
不安を抱えて来福した留学生たち。あなたのあたたかいご家庭で留学生を
家族の一員として迎えてみませんか？
九州大学では、毎年夏季に4週間のサマーコース（Summer in Japan)を実施しており、
世界中の学生が夏休みを利用して参加しています。
コース期間中は九州大学伊都キャンパスにて、現代日本に関連する講義、
多様な課外授業を体験します。また期間中は約2週間のホームステイを行い、
日本語・日本文化を体験し、相互理解を深めます。
-------------------------------------------------------------------------------◆ホームステイ期間：2019年7月6日（土）-7月19（金）・20日（土）
◆受入対象学生： 北米・欧州・中東・アフリカ・アジア等の大学からの短期留学生
◆受入大学と期間： 九州大学・伊都キャンパス（福岡市西区）6月23日-7月20日
◆申込み締切： 2019年5月10日（金）17：00
◆申込み方法：
公式サイトの専用ページより申込用紙をダウンロードしていただき必要事項をご記入の上
メール・郵送・FAXで送付ください。追って担当者よりご連絡させていただきます。
詳しい募集要項は公式サイトをご覧ください
→ https://homestay-in-fukuoka.com/hostfamily
◆お問い合わせ：
メール：fukuoka@homestay-in-japan.com
FAX：03-3866-0138
TEL：080-3640-6481(受付：平日10：00-18：00）
・ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ募集のおしらせ ：
https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail̲27106̲file.pdf
★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
-------------------------------------------------------------------------------【７】「九州・フィリピン経済交流ミッション2019」団員募集のご案内！【New!!】
≪九州経済国際化推進機構、一社)九州経済連合会、九州経済産業局≫
-------------------------------------------------------------------------------◆概 要：
九州経済国際化推進機構（事務局：(一社)九州経済連合会、九州経済産業局）では、
九州とフィリピンとの間で貿易・投資等ビジネス機会を増やすことを目的として、
九州経済連合会麻生会長を団長、九州経済産業局塩田局長を顧問とした経済交流ミッション団を、
今回初めてフィリピン・マニラに派遣します。
両国・地域の相互理解と友好関係を深めながら、両地域の発展に向け、経済交流の促進に
協力して取り組んでいく予定です。
是非、ご参加について前向きにご検討いただきますようお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------------------------◆日 時：2019年7月15日（月･祝）〜7月19日（金）
◆対 象 者：
・フィリピンへの販路開拓・調達先開拓・進出・情報収集・ネットワーク構築等に
関心のある企業、団体（全業種）
・フィリピンとの経済交流に関心のある自治体や公的機関、団体、金融機関等

◆定 員：４０名（先着順）※定員になり次第、締め切らせていただきます。
◆参 加 費：２０万円程度/名
※今後、若干増減する可能性があります。参加申込後、最終金額が確定次第、旅行会社
よりご連絡させて頂きます。
※ビジネスクラス利用の場合には、８万円程度の追加となります。
◆主 催：九州経済国際化推進機構、(一社)九州経済連合会、九州経済産業局
◆後 援：駐日フィリピン共和国大使館貿易投資部、JETRO福岡、福岡貿易会、
中小企業基盤整備機構九州本部、JICA九州、福岡県中小企業経営者協会連合会
◆団 長：麻生泰 九州経済国際化推進機構 会長（(一社)九州経済連合会会長）
◆顧 問：塩田康一 九州経済国際化推進機構 顧問(九州経済産業局局長)
◆申込方法：
以下のリンク先から、別紙3申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX(092-451-0550)にて
日本旅行宛に送付下さい。ビジネス相談会参加希望者は、リンク先の別紙２をご確認の上、
別紙４相談会申込用紙をダウンロード、必要事項をご記入頂き、事務局(九州経済産業局)に、
以下のメールアドレス宛お申込み下さい。
kyushu-kicyouka2@meti.go.jp
※ミッションのご案内はこちら
https://www.kyushu.meti.go.jp/press/1904/190410̲1.html
http://www.kyushu-kei.org/events/detail/1195
https://www.kyukeiren.or.jp/news/index.php?id=2993
※締 切：2019年5月13日（月）まで
◆事前説明会：※ミッション参加予定者は原則ご参加をお願いいたします。
・日時：2019年6月13日（木）16:30〜 ＠(一社)九州経済連合会会議室
・内容：行程及び内容説明、フィリピン基礎経済情報把握、団員交流会
・詳細は参加申込後、参加予定者へご連絡いたします。
◆お問合せ先：
＜企画・内容について＞九州経済国際化推進機構事務局
九州経済産業局 国際部国際企画調査課 兵頭、羽田野、木下
TEL：092-482-5428 Mail：kyushu-kicyouka2@meti.go.jp
（一社）九州経済連合会 国際部 中林、岡
TEL：092-761-4261 Mail：to̲nakabayashi@kyukeiren.or.jp
＜旅行手配について＞
株式会社日本旅行九州法人支店 久保田、内藤、天野
TEL：092−451-0606 Mail：houjin̲kaigai@nta.co.jp
・九州・フィリピン経済交流ミッション2019ご案内 ：
https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail̲27107̲file.pdf
■*□*■*□*■*□*■* 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/TopicDetail̲45̲file.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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