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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】伊都キャンパス農場フォーラム
～地域・アジアに開かれた未来志向のオンキャンパス農場を共創する～
開催のご案内！

【共催】九州大学大学院農学研究院、アグリコラボいとしま、(公財)九州大学学術研究都市推進機構
【後援】福岡県、福岡市、糸島市、(一社)九州経済連合会、(公財)九州経済調査協会、
ＪＡ福岡市、ＪＡ糸島
〔2019年8月8日（木）13:30～〕

【２】一般財団法人 化学物質評価機構（CERI)寄付講座
「先端分子材料科学～設計、構造・物性、機能からデバイスまで～」
開催のご案内！
≪九州大学大学院工学研究院 応用化学部門≫
【後期講座（全７回）】2019年10月5日（土）～11月16日（土）
各日13:00～14:30、14:40～16:10の2コマ

【３】『九州大学アカデミックフェスティバル2019＆ホームカミングデー』
開催のご案内！【New!!】
≪九州大学≫
〔2019年10月19日（土）10:00～17:00〕

【４】「ふくおかＣＡＳＥカーエレ開発アライアンス」発足記念講演会 開催のご案内！【New!!】
≪（公財）福岡県産業・科学技術振興財団≫
〔2019年8月7日（水）14：30～17：00〕

【５】糸島への誘い（いざない）「九州大学と共に次の100年」開催・参加者募集！
≪糸島市≫
〔2019年8月9日（金）19:00～21:00〕

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★

【６】令和元年度有機EL分野参入促進支援補助金のご案内！【New!!】
≪（公財）福岡県産業・科学技術振興財団≫
〔公募期間 7/19～ 〕
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【７】九州大学ビジネス・スクール2020年度入学者募集！
≪九州大学ビジネス・スクール≫
〔2019年 ① 8/7（水）②8/19（月）③9/7（土）〕

*◆*◎*◆*━━━━━━━━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】伊都キャンパス農場フォーラム
～地域・アジアに開かれた未来志向のオンキャンパス農場を共創する～
開催のご案内！

【共催】九州大学大学院農学研究院、アグリコラボいとしま、（公財）九州大学学術研究都市推進機構
【後援】福岡県、福岡市、糸島市、（一社）九州経済連合会、（公財）九州経済調査協会、
ＪＡ福岡市、ＪＡ糸島
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
昨年９月、伊都キャンパスへの農学系キャンパスの移転が完了し、新たな土地での教育・研究が
始まり、来年度には日本最大級のオンキャンパス農場が整備されます。
本フォーラムは伊都キャンパス農場の地域・アジアに開かれた実証ファームとしての機能を紹介し、
企業・農業者・関係者の皆さまが、今後の実証研究等に広くご参画いただくことを目的としています。
また、九大の研究シーズや企業の製品紹介などの最新情報をお伝えするポスタープレゼンテーションも
併せて開催します。終了後は、交流会も開催しますので、参加者の皆さまの情報交換の場としてご活用
ください。多数の皆さまのご参加をお待ちしております。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2019年8月8日（木）13：30～

◆場 所：九州大学伊都キャンパス ウエスト5号館2階大講義棟（東棟）

◆内 容：
13:30～13:40 あいさつ
国立大学法人九州大学大学院 農学研究院長 福田 晋

13:40～14:40 特別講演『オンキャンパス農場で実現する未来志向の農業教育・研究の展望』
国立大学法人九州大学農学部 附属農場長 望月 俊宏

14:50～16:00 パネルディスカッション
【コーディネーター】九州大学大学院農学研究院 准教授 岡安 崇史
【パネラー】8名

16:10～17:40 ポスタープレゼンテーション【ウエスト5号館3階講義室（西棟）】
九大シーズ、企業、研究機関等のポスター展示及びプレゼンテーション
※展示者を募集していますので、希望される場合は、フォーラム参加申込みと
併せて申込みください。

17:50～18:50 交流会【ウエスト5号館3階講義室（西棟）】
軽食・ソフトドリンクを用意しますので、情報交換・名刺交換の場としてご活用ください。

◆申込方法：メールにて event@bpes.kyushu-u.ac.jp までお申込み下さい。
〔申込み記載内容〕
１、件名【伊都キャンパス農場フォーラム申込み】
２、本文
①会社名or団体名or個人名
②所属・役職・個人名【農場の方は栽培作物も】
③メールアドレス
④電話番号
⑤交流会への参加の有無
★ポスタープレゼンテーション出展希望者の方のみ
ポスタープレゼンテーションへの出展希望と記載してください
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A１ポスターの掲示及びブースでプレゼンをしていただく予定です
※詳細については、希望者の方へ折り返しお知らせします

◆申込期限：2019年8月5日（月）まで

◆問合せ先：九州大学 農業生産システム設計学研究室
担当：岡安、日浅
TEL:092-802-4630
Email:event@bpes.kyushu-u.ac.jp

・伊都キャンパス農場フォーラム ： https://www.opack.jpfiles/MagazineDetail_27792_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】一般財団法人 化学物質評価機構（CERI)寄付講座
「先端分子材料科学～設計、構造・物性、機能からデバイスまで～」
開催のご案内！
≪九州大学大学院工学研究院 応用化学部門≫
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学大学院工学研究院応用化学部門による化学物質評価研究機構（CERI）
寄付講座が開催されます。同部門では、研究成果のトランスレーションを通して、
環境に調和した豊かな人間生活を実現する未来都市の創出を目的に、企業及び
化学関係の研究者が広く集えるコンソーシアムを設立（４部会：光、ナノテク、バイオ、
エコ関連テクノロジー）し、社会的に要望の高い未来化学技術の開発及び実証を
行っており、同寄付講座にてシーズの発信や情報交換等を行うこととしております。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時： 【後期講座（全７回）】2019年10月5日（土）～11月16日（土）
各日13:00～14:30、14:40～16:10の2コマ

◆場 所：福岡市産学連携交流センター １F交流ホール
（福岡市西区九大新町４－１）
http://sangaku-center.city.fukuoka.lg.jp/access.html

◆内 容：各日の講座の内容は、下記ＨＰをご覧ください。（１コマから受講可能）
http://www.cstf.kyushu-u.ac.jp/japanese_news/archives/57

◆対 象 者：どなたでも

◆参 加 費：不要

◆申込方法・申込期限：会社名・担当者名・ご連絡先（℡、e-mail）等の必要事項を
明記のうえ、下記担当者へ申込み

◆問合せ先：九州大学大学院工学研究院応用科学部門 CERI寄付講座事務局
担当：山口（℡ 092－802－2879、
e-mail m-yamaguchi@cstf.kyushu-u.ac.jp）

・2019後期／CERI寄付公開講座ポスター ： https://www.opack.jpfiles/MagazineDetail_27793_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】『九州大学アカデミックフェスティバル2019＆ホームカミングデー』
開催のご案内！【New!!】
≪九州大学≫
--------------------------------------------------------------------------------
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◆概 要
九州大学では、10月19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2019
＆ホームカミングデー』を開催します。
伊都キャンパスも昨年移転完了し、九州大学は今後ますます社会と共に発展していきたいと
考えております。九州大学の同窓生・教職員・在学生のほか、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。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2019年10月19日（土）
10：00～17：00（受付開始9：30～）

◆場 所：九州大学伊都キャンパス 椎木講堂等
〒819-0395 福岡市西区元岡744
◆内 容：

・「福岡はすごい」の著者 国際ジャーナリスト牧野洋氏を講師に招いてのトークショー
活躍する在学生、教員、同窓生を交え、九州大学の可能性を探ります。

・ホームカミングデー交歓会（対象：同窓生）
同窓生の方々に母校にお集まりいただき、親睦を深めていただきます。

・高大連携「世界に羽ばたく高校生の成果発表会」
九州大学で大学レベルの研究体験をする高校生の研究発表を行います。

・伊都キャンパス見学車窓ツアー
バスで広大な伊都キャンパスをご覧いただきます。（当日受付、先着順）

・チャレンジ＆クリエイション（C&C）２０１９中間発表会
C&Cは学生自身が独創的でイノベイティブな発想を自ら考え、取組、実践するプログラムです。

・Open Café 2019 九大女子卒業生に聞く！キャリア講演会＆交流会
社会で活躍する九大女性OGのカフェです。キャリア、ライフイベントについてお話していただきます。

・中央図書館見学ツアー
2018年10月に国内最大規模の図書館としてグランドオープンしたばかりの中央図書館を
ツアー形式でご紹介します。

◆対 象 者：同窓生、大学生、高校生、教職員、一般
◆定 員：
ホームカミングデー交歓会のみ会場等の都合により申込定員（同窓生：250名）を設けておりますので、
対象となる同窓生の皆様はどうぞお早めにお申し込みください（参加費無料）。

◆参 加 費：無料
◆申込期限：2019年9月13日（金）
◆申込方法：
当日のご参加も可能ですが、事前の申し込みをお願いいたします。
（８月上旬以降、以下のWebサイトにて受付いたします。）
https://kikin.kyushu-u.ac.jp/academic_festival/

◆問合せ先：
イベントごとに問い合わせ先が異なりますので、詳細は添付するリーフレットをご確認ください。

・アカデミックフェスティバル２０１９リーフレット ： https://www.opack.jpfiles/MagazineDetail_27794_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】「ふくおかＣＡＳＥカーエレ開発アライアンス」発足記念講演会 開催のご案内！【New!!】
≪（公財）福岡県産業・科学技術振興財団）≫
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
この度、（公財）福岡県産業・科学技術振興財団（ふくおかIST）では、
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新たに「ふくおかＣＡＳＥカーエレ開発アライアンス」を発足する運びとなりました。
本アライアンスでは、CASE、MaaSをはじめとする新しいモビリティ社会に対応した
次世代自動車の開発を先端技術で加速化させるため、関連セミナーの開催等を通じて
産・学・官の積極的な交流を促進し、新たなプロジェクトの始動・進展を目指します。
発足記念講演会では、本アライアンスの活動を普及・推進する契機とするため、
CASE革命がもたらす社会変化について課題提起を行っていきたいと考えています。
関連企業、大学等の皆様をはじめ、たくさんのご参加を心よりお待ちしております。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2019年 8月 7日 (水) 講演会 14:30 ～ 17:00
交流会 17:00～（1時間程度）

◆場 所：福岡サンパレス パレスルーム
（住所）福岡県福岡市博多区築港本町２－１
アクセス： https://www.f-sunpalace.com/info/
◆参加費：無料
※交流会にご参加される場合は２,０００円／人 （学生無料）
◆内 容：
14:30 - 14:40 開会あいさつ
14:40 - 16:00 （記念講演）「CASE革命がもたらす未来のモビリティ社会とは」
株式会社ナカニシ自動車産業リサーチ代表兼アナリスト 中西 孝樹 様

16:10 - 17:00 「ふくおかCASEカーエレ開発アライアンス発足に寄せて」
福岡大学教授、ふくおかIST三次元半導体研究センター長 西嶋 喜代人 氏
九州大学主幹教授、ふくおかIST社会システム実証センター長 福田 晃 氏

◆申込方法：①会社名及び所属、②参加者氏名、③交流会参加の有無 を明記の上、
７月３１日（水）までに事務局担当（齊藤）まで、メールにてご連絡をお願い致します。

◆お問合せ先：ふくおかCASEカーエレ開発アライアンス事務局
三次元半導体研究センター（担当：齊藤）
TEL：092-331-8550／FAX：092-331-8555
E-mail：k-saitou@ist.or.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★
--------------------------------------------------------------------------------
【５】糸島への誘い（いざない）「九州大学と共に次の100年」開催・参加者募集！
≪糸島市≫
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
福岡県糸島市は、福岡県の西端に位置する自然に歴史にグルメに三拍子揃ったところです。
空の玄関口「福岡空港」から電車で45分、陸の玄関口「博多駅」から40分とアクセスよく、
都会と田舎の両面から豊かな生活が楽しめる地です。
今回、数ある魅力の中から、「大学と共に発展する糸島」をテーマに、九州大学を通じて得られる
豊かな生活を、「九州大学職員と糸島市副市長のトークセッション」などでご紹介します。
糸島にご興味ある方はお気軽にご参加ください。
また、大学の魅力も多くご紹介しますので、進路先にお考えの学生の方々もご参加もお待ちしています。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：8月9日（金曜日） 19時～21時（予定）

◆場 所：移住・交流情報ガーデン（東京都中央区京橋1-1-6-1F）
東京駅八重洲口から徒歩５分

◆内 容：糸島への誘い（いざない）「九州大学と共に次の100年」
～九州大学職員と糸島市副市長のトークセッションなど～

◆リンク先：http://www.city.itoshima.lg.jp/s006/040/20190621160917.html
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◆対 象 者：糸島にご興味のある方、九州大学を進路先にお考えの学生など
◆定 員：30人
◆参 加 費：無料
◆申込期限：なし
◆申込方法：電話、メール、登録フォーム
◆お問合せ先：糸島市 地域振興課 定住・学研都市係
電話 092-332-2062
メール chiikishinko@city.itoshima.lg.jp

・糸島への誘い（いざない）九州大学と共に次の100年 ： https://www.opack.jpfiles/MagazineDetail_27796_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
--------------------------------------------------------------------------------
【６】令和元年度有機EL分野参入促進支援補助金のご案内！【New!!】
≪（公財）福岡県産業・科学技術振興財団≫
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
このたび、（公財）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。
※本補助金は福岡県の公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団に対する補助金の交付を
前提とします。
※詳細は公募要領及び交付要綱をお読みください。
ダウンロードはこちらから（https://www.i3-opera.ist.or.jp/news/531）
--------------------------------------------------------------------------------
◆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)
令和元年7月19日 募集開始
各月末締め 募集終了
応募後1か月以内 審査結果通知
応募後2か月以内 交付申請
応募後2か月以内 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
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・有機EL分野参入促進支援補助金のご案内 ： https://www.opack.jpfiles/MagazineDetail_27797_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
--------------------------------------------------------------------------------
【７】九州大学ビジネス・スクール2020年度入学者募集！
≪九州大学ビジネス・スクール≫
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学ビジネス・スクールでは大学説明会/オープンキャンパスを3日間にわたり開催致します。
各会場にて、教員による模擬講義を体験でき、在校生や修了生から直接お話を聞くこともできます。
興味がおありの方はこの機会にぜひご参加ください。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：① 8/7（水）②8/19（月）③9/7（土）

◆場 所：①JR博多シティ10階大会議室
②熊本県民交流館パレア10階会議室7
③九州大学伊都キャンパスイースト2号館E-109

◆内 容：・QBSの特徴と入試概要
・教員による模擬講義
・在校生/修了生の声を聞く
・質疑応答

◆対 象 者：
①出願時に企業・官公庁において原則として2年以上の実務経験を有する社会人
②出願時に大学又は大学院に在学する者（若干名）

◆定 員：45名
◆参 加 費：無料
◆申込期限：各説明会日の前日まで
◆申込方法：ビジネス・スクール支援室宛にE-mailまたはFAXにてお申込みください。
◆お問合せ先：E-mail: qbs@econ.kyushu-u.ac.jp
Fax: 092-802-5559

・QBS入学者募集のお知らせ ： https://www.opack.jpfiles/MagazineDetail_27798_file.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/TopicDetail_45_file.pdf

◆新規の御登録はこちらから
https://www.opack.jp/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://www.opack.jp/users/delete
または、info@opack.jpまでお問い合わせください。
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■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■
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