【号外】九大学研都市メールマガジン 令和元年9月17日発行
*◆*◎*◆*━━━━━━━━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１９回ＧＩＣセミナー
―ガラス基礎科学研究の進展と新産業創出へのオープンイノベーション―
開催のご案内！【New!!】
【２】令和元年度ＩＤＥ大学セミナー 開催のご案内！【New!!】
【３】モノづくりフェア２０１９ 開催のご案内！【New!!】
【４】『福岡県工業技術センター 令和元年度 研究成果発表会』のご案内！【New!!】
【５】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！
【６】『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！
★OPACKからのお知らせ★
【７】「第７回 いとにぎわい祭り」開催のご案内！
*◆*◎*◆*━━━━━━━━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１９回ＧＩＣセミナー
―ガラス基礎科学研究の進展と新産業創出へのオープンイノベーション―
開催のご案内！【New!!】
-------------------------------------------------------------------------------◆概 要
九州大学 グローバルイノベーションセンター（GIC）では、客員教授等を講師として招き、
教育、研究など多岐にわたる分野について、学内外の皆様に向けたセミナーを実施しております。
-------------------------------------------------------------------------------◆日 時：２０１９年（令和元）年９月２７日（金）１３：３０〜１７：００
講演１． １３：３０〜１４：４０
講演２． １４：５０〜１５：５０
講演３． １６：００〜１７：００
◆場 所：九州大学グローバルイノベーションセンター ３階研修室 （筑紫キャンパス）
福岡県春日市春日公園6-1
http://www.gic.kyushu-u.ac.jp/j/access/index.html
◆内 容：
第１９回GICセミナー
−ガラス基礎科学研究の進展と新産業創出へのオープンイノベーション−
〔講演１．１３：３０〜１４：４０〕
「ガラスへの機能性付与とガラス中水酸基の絶対定量法」
講演者：九州大学 グローバルイノベーションセンター 客員教授、
ＡＧＣエスアイテック株式会社 代表取締役社長 山本 清 氏
〔講演２．１４：５０〜１５：５０〕
「板ガラス市場の変遷と成形プロセスの進化」
講演者：AGC株式会社 技術本部先端技術研究所 伊賀特別研究室特別研究員 伊賀 元一 氏
〔講演３．１６：００〜１７：００〕
「ガラスの着色とその要因」
講演者：長崎県窯業技術センター 陶磁器科 専門研究員 吉田 英樹氏

世話人：藤野 茂［九州大学グローバルイノベーションセンター教授］
※詳しい講演概要等は、HPをご参照ください。http://www.gic.kyushu-u.ac.jp/
◆対 象 者：どなたでもご参加いただけます。
◆定 員：60名（先着順）
◆参 加 費：無料
◆申込期限：セミナー開催日までにお申し込みください。
◆申込方法：参加ご希望の方は、次のURLをご参照いただき、
メール（jim@gic.kyushu-u.ac.jp）またはFAX(092-573-8729)にてお申込みください。
URL：http://www.gic.kyushu-u.ac.jp/j/seminar/gic019.html
◆お問合せ先：
九州大学グローバルイノベーションセンター（GIC）事務室
FAX：092―573-8729
TEL：092―583-7883
Mail：jim@gic.kyushu-u.ac.jp
GIC HP：http://www.gic.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】令和元年度ＩＤＥ大学セミナー 開催のご案内！【New!!】
-------------------------------------------------------------------------------◆概 要：
平成２８年４月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
各大学においても、障害者への「不当な差別的取り扱い」及び「合理的配慮の提供」が法的義務
ないし努力義務となり、それぞれ組織づくり・体制づくりが進んでまいりました。
それから３年が経ち、九州地区の各大学での組織づくり・体制づくりがひと段落した際に出てきた
諸課題を再度、九州地区で持ち寄り共有して、各大学の運営に活かすことができないか、
と企画したものになります。業務、組織、人員、財政、学内部門間連携、大学間情報共有などは
どうなっているのか、今後、どうしたら良いのか、基調講演者と設置者別の事例報告を踏まえ、
検討していきます。
-------------------------------------------------------------------------------◆日 時：令和元年１０月６日（日） １３：００〜１７：３０
◆場 所：ＴＫＰガーデンシティ福岡渡辺通
＜福岡県福岡市中央区清川1-10-1
アパホテル福岡渡辺通駅前EXCELLENT内２階＞
◆内 容：
テーマ：「障害者差別解消法施行後の障害学生支援」
▽開会挨拶 ＩＤＥ九州支部長 久保 千春（九州大学総長）
▽基調講演①
「障害学生支援と合理的配慮」
講 師：熊本学園大学 社会福祉学部 東 俊裕 教授
▽基調講演②
「大学における障害学生支援 〜文科省第二次まとめ以後の課題〜」
講 師：筑波大学 人間系 竹田 一則 教授
▽事例報告①
「発達障害学生に対する合理的配慮の決定プロセス
〜学生が経験的に学ぶことを中心に〜」
講 師：富山大学 保健管理センター 西村 優紀美 准教授
▽事例報告②
「長崎大学の事例と課題 〜入学・在学中・卒業後に際して〜」
講 師：長崎大学 障がい学生支援室 ピーター・バーニック 助教
▽事例報告③
「西南学院大学における視覚障害学生の支援体制づくり
〜大学と当該学生の協働を通して〜」
講 師：西南学院大学 学生支援部学生課 牛尾 幸世 保健管理室主幹・保健師
西南学院大学 文学部英文学科 ３年 敷嶋 杏美 さん
▽総括・討議

進 行：ＩＤＥ九州支部監事 九州大学 木村 拓也 准教授
九州大学 立脇 洋介 准教授
パネリスト：熊本学園大学 東教授、筑波大学 竹田教授、
富山大学 西村准教授、長崎大学 バーニック助教、
西南学院大学 牛尾主幹、西南学院大学 敷嶋さん
▽閉会挨拶 ＩＤＥ九州支部常務理事 丸野 俊一（九州大学理事・副学長）
※セミナー終了後、情報交換会＜会費3,000円＞を開催します。
◆対 象 者：大学教育に関心を有する方
◆定 員：約１２０名
◆参 加 費：参加費は無料ですが、会場までの交通費・宿泊費等については、
自己負担とさせていただきます。
◆申込期限：令和元年９月２０日（金）まで
◆申込方法：https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/notices/view/1370
上記Webページに掲載されている参加申込書に必要事項を記入の上、
郵送又は電子メールにて下記宛先までお申込みください。
※メールの場合は、件名に「ＩＤＥ大学セミナー参加申込」であることを明記し、
参加申込書を添付してください。
◆お問合せ先：
〒８１９−０３９５ 福岡市西区元岡７４４ 九州大学学務部学務企画課内
ＩＤＥ大学協会九州支部事務局（担当：城戸・小島）
電 話 ： ０９２−８０２−５８１４、５９２７

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
-------------------------------------------------------------------------------【３】モノづくりフェア２０１９ 開催のご案内！【New!!】
-------------------------------------------------------------------------------◆概 要：
日刊工業新聞社は九州のモノづくり産業の振興に資する産業見本市「モノづくりフェア」を毎年、
福岡市で開催しています。35回目を迎える今回のテーマは「モノと動かす ヒトの心」です。
九州の産業界は自動車関連産業などで磨いた高度な基盤技術を背景に、アジアに開かれた
産業拠点としての役割を強めています。
一方で国内産業は少子高齢化や社会ニーズの多様化、グローバル化、さらにロボット、
AI（人工知能）を含めたIoT（モノのインターネット）の進展といった大きな変化を迎えています。
そうした中で製造現場の生産性向上は自動化、省力化、デジタル化がますます加速し、
ネットワークのつながりは業種を超えた新分野へとビジネスの幅を広げています。
そこで本展示会は九州域内外の新たな価値を生み出す新技術、新製品、新サービスの
最新情報を発信してまいります。
-------------------------------------------------------------------------------◆日 時：2019年10月16日（水）〜18日（金）10：00〜17：00
◆場 所：マリンメッセ福岡
◆テ ー マ：モノと動かす ヒトの心
◆参 加 費：1,000円
※事前来場登録または招待券持参者は無料
◆申込方法：各セミナーは、以下アドレスより事前のお申し込みが必要です。
https://www.nikkanseibu-eve.com/mono/seminar/
◆お問合せ先：
電話またはメール・メールフォームにてお承りしております。
電話：092-271-5715 受付時間 / 9:30〜17:30（土日祝休み）
メール：monoinfo@media.nikkan.co.jp
メールフォーム：https://www.nikkanseibu-eve.com/mono/contact/

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
-------------------------------------------------------------------------------【４】『福岡県工業技術センター 令和元年度 研究成果発表会』のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------

◆概 要：
工業技術センターの研究成果や保有技術について、口頭発表とポスターによりご紹介します。
昨年に引き続き、今年も「モノづくりフェア2019」（日刊工業新聞社主催）と併催致します。
会期中（10/16〜10/18）は1Fの展示ブースには、工業技術センタークラブと共同出展で、
会員企業様の取り組みを紹介いたします。
-------------------------------------------------------------------------------◆日 時：令和元年10月17日(木) 13:00〜16：00
◆場 所：マリンメッセ福岡（福岡県福岡市博多区沖浜町7-1）
2F セミナー会場A
◆内 容：
口頭発表（9件）、ポスター展示
研究員と意見交換も可能です。
詳細な内容については下記URLをご参照ください↓
http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/news/h31/r1̲seika/r1̲seika.html
◆参 加 費：無料
※ただし、モノづくりフェア会場への入場には無料招待券が必要です。
招待券をお持ちでない方は、事前受付登録（無料）が必要です。
別途、モノづくりフェアHPで登録をお願いします。
http://www.nikkanseibu-eve.com/mono/registration.php
◆申込方法：
１．インターネット（ふくおか電子申請サービス）
下記のURLで申し込みができます↓
https://www.shinsei.elg-front.jp/fukuoka/uketsuke/sform.do?id=1565143721908
２．FAX、E-mail
下記のURLで参加申込書（パンフレット）を入手してください↓
http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/news/h31/r1̲seika/r1̲info.pdf
（１）FAXの場合は、必要事項を記入の上、FAX：092-925-7724へお送りください。
（２）メールの場合は、同様の内容を書いたメールを情報交流課宛にお送り下さい。
joho@fitc.pref.fukuoka.jp
◆お問合せ先：福岡県工業技術センター
企画管理部情報交流課（山口、塚谷、御幡）
TEL：092-925-5977 FAX：092-925-7724
E-mail:joho@fitc.pref.fukuoka.jp
・令和元年度成果発表会のご案内 ： https://www.opack.jpfiles/MagazineDetail̲27947̲file.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】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/japanese̲news/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/MagazineDetail̲27948̲file.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★
-------------------------------------------------------------------------------【６】『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！
≪九州大学≫
-------------------------------------------------------------------------------◆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。
https://kikin.kyushu-u.ac.jp/academic̲festival/
◆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/MagazineDetail̲27949̲file.pdf
★OPACKからのお知らせ★
-------------------------------------------------------------------------------【７】「第７回 いとにぎわい祭り」開催のご案内！
【主催】いとにぎわい祭り実行委員会
【協力】福岡市西区役所、（公財）九州大学学術研究都市推進機構、西部自治協議会、
イオンモール福岡伊都、サウンドパークＮＥＯ伊都店、福岡舞鶴高校、中村山陽高校
-------------------------------------------------------------------------------◆概 要
九大学研都市エリア（福岡市西部７校区・糸島市）を中心に多くの方が出会い・楽しめる
お祭りを開催します。今年は、西部７校区が互いに繋がりながら、成長していく事を願い、
テーマを「ＧＲＯＷＩＮＧ ＵＰ」にしました。お祭りには、元気なお店やコンテンツがいっぱい！
また、今回のさいとぴあステージ企画「エール・ザ・ステージ」では、これから注目の団体に
フォーカスしてパフォーマンスをして頂きます。
皆さま、ぜひ遊びにお越しください！！
-------------------------------------------------------------------------------◆日 時：2019年9月29日（日）10：00〜15：30
※雨天の場合でも行います。（フリーマーケットは中止）
◆場 所：ＪＲ九大学研都市駅南口広場（さいとぴあ前）
さいとぴあ館内、イオン福岡伊都店内
◆内 容：
・飲食コーナー（焼き鳥、カレー、パン、スイーツ ほか）
・エール・ザ・ステージ（各校区のイチオシ団体のパフォーマンス）
・子どもが楽しめる「こどもの国」
・ワークショップ（小物づくり、子ども向け ほか）
・フリーマーケット
・ＢＯＯＫＢＯＯＫ本市（本の交換会）
・のど自慢大会
・ドキドキ健康チェック（パワーアップver.）
・パトカー＆白バイなど「はたらく車」の展示
・ミニ列車の試乗体験
・ゆるキャラ、ヒーロー大集合 など
※内容は、変更する場合があります。ご了承ください。
【主 催】 いとにぎわい祭り実行委員会
https://www.facebook.com/itonigi
【協 力】 福岡市西区役所、（公財）九州大学学術研究都市推進機構、
西部自治会協議会、イオンモール福岡伊都、サウンドパークＮＥＯ伊都店、
福岡舞鶴高校、中村三陽高校
・第７回 いとにぎわい祭り ： https://www.opack.jpfiles/MagazineDetail̲27950̲file.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://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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