
【号外】九大学研都市メールマガジン 令和元年10月15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】重要文化財指定記念イベント Part２
「庚寅銘大刀（こういんめいたち）の謎に迫る～大刀出土の地で聞く・見る・体験する」
開催のご案内！【New!!】

【２】「九州大学学術研究都市」セミナーin東京２０１９ 開催のご案内！
～九州大学発ベンチャー・起業から展開するイノベーション～

【３】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！

*◆*◎*◆*━━━━━━━━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】重要文化財指定記念イベント Part２
「庚寅銘大刀（こういんめいたち）の謎に迫る～大刀出土の地で聞く・見る・体験する」
開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
金象嵌による銘文によって考古学や古代史上の大発見となった「庚寅銘大刀」。
その文化財的な価値が認められ、今年、国の重要文化財に指定されました。
「象嵌とは一体どんな技術？」あるいは「大刀が出土した古墳ってどんな所？」、
「なぜ元岡の地から重要な刀が出土したの？」、「元岡って昔どんなところだったの？」、
そんな次々にわき出てくる疑問を、見て、聞いて、体験しながら謎解きしてみませんか！
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：２０１９年（令和元）年１１月９日（土）１０：００～１６：００

◆場 所：九州大学伊都キャンパス
◆内 容：
①重要文化財指定記念講演 １０：００～１２：３０（開場９：２０）【申込み不要】
会場：九州大学イーストゾーン大講義室Ⅱ
講師 辻田淳一郎氏（九州大学人文科学研究院准教授）
田中 史生氏（早稲田大学文学学術院教授）

庚寅銘大刀に記された１９文字の銘文、その意味や背景、そして大刀が出土した古墳を
はじめとする伊都キャンパス内で発見された様々な時代の遺跡について、考古学と古代史、
各分野の専門家が謎に迫ります。

②元岡・桑原遺跡群見学ツアー 第１便 １４：００～１５：００
第２便 １５：００～１６：００
定員各便５０名 ※事前申し込みが必要です

文化財専門職員の案内で、庚寅銘大刀が出土した元岡古墳群Ｇ－６号墳をはじめ、
伊都キャンパス内や周辺に残る遺跡をバスで巡ります。

③象嵌体験教室 １４：００～１６：００
定員１５名（中学生以上）※事前申し込みが必要です

庚寅銘大刀の銘文に用いられている金象嵌の技法を体験する教室です。
講師は熊本に伝わる伝統工芸、「肥後象嵌」の職人である稲田憲太郎さんです。
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◆参 加 費：無料
◆申込方法：遺跡見学ツアー、象嵌体験教室へのお申し込みは、往復はがきに
①参加を希望するイベント
②参加者全員の氏名（年齢）
③住所
④電話番号
をご記入の上、下記宛先までお送りください。
福岡市埋蔵文化財センター受付で直接申し込むこともできます。
（ご来館の際は、はがきを持参ください。）

◆申込期限：１０月２５日消印有効
◆お問合せ先：福岡市埋蔵文化財センター
〒812-0881 福岡市博多区井相田２丁目１－９４
TEL：092―583-7883

【主催】福岡市埋蔵文化財センター・九州大学
【共催】（公財）九州大学学術研究都市推進機構（ＯＰＡＣＫ）

・重要文化財指定記念イベント ： https://www.opack.jpfiles/MagazineDetail_28109_file.pdf

★ＯＰＡＣＫからセミナーのお知らせ★
--------------------------------------------------------------------------------
【２】「九州大学学術研究都市」セミナーin東京２０１９開催のご案内
～九州大学発ベンチャー・起業から展開するイノベーション～
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
キーワードは「九州大学発ベンチャー・起業」
九州大学学術研究都市では、１０年間で１００件のベンチャー起業を目標にしています。

九州大学のベンチャー事例や最新の研究シーズ、起業に向けた取組みを
ご紹介しますので、是非ご参加ください。
当日、情報交換や懇親の場として交流会も開催します。

その他、九州大学学術研究都市のご紹介や産学連携の取組み等、様々な視点から
情報提供も行います。
詳細は、ホームページをご覧ください。https://www.opack.jp/events/detail/113
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：令和元年１１月２０日（水）
セミナー １３時３０分～１７時２０分
交流会 １７時３０分～１８時３０分

◆場 所：品川プリンスホテル（東京都港区高輪４－１０－３０）
セミナー会場：メインタワー３２階 アクアマリン３２
交流会会場 ：メインタワー３０階 ダイヤモンド３０

◆プログラム：
・主催者挨拶
公益財団法人 九州大学学術研究都市推進機構 理事長 貫 正義

・九州大学挨拶
国立大学法人九州大学 理事・副学長 安浦 寛人 氏

・九州大学学術研究都市の紹介
公益財団法人 九州大学学術研究都市推進機構 産学連携主幹 本田 一郎

・講演（１４時０５分～１７時２０分）
『日本企業の現状認識と大学発ベンチャーへの期待』
ソニー株式会社 主席技監 技術渉外担当 上田 康弘 氏
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『大学発ベンチャー創出の魅力と課題 ―注射不要のワクチン開発を例として』
九州大学 大学院 工学研究院 主幹教授 後藤 雅宏 氏

『ＰＰＲ蛋白質を利用したＤＮＡ／ＲＮＡ編集技術の開発』
九州大学 大学院 農学研究院 准教授
エディットフォース株式会社 取締役ＣＳＯ 中村 崇裕 氏

『細胞から希望をつくる ～新しい医療・産業の創出、再生医療への取組みを通じて～』
株式会社サイフューズ 代表取締役 秋枝 静香 氏

『九大発ベンチャー創出に向けた取組み』
九州大学 学術研究・産学官連携本部
ベンチャー創出推進グループ グループリーダー 山内 恒 氏

『九州大学起業部の挑戦』
九州大学 学術研究・産学官連携本部
ベンチャー創出推進グループ 准教授 熊野 正樹 氏

・交流会（１７時３０分～１８時３０分）

◆定 員：２００名

◆申込締切：令和元年１１月１１日（月）
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：無料

◆申込方法：
専用の申し込みフォーム（https://www.opack.jp/events/form/113）よりお申し込みください。

◆主 催：（公財）九州大学学術研究都市推進機構
共 催：九州大学学術研究都市推進協議会
後 援：国立大学法人九州大学、福岡県、福岡市、糸島市、
（一社）九州経済連合会

◆お問合せ先：（公財）九州大学学術研究都市推進機構【担当：吉田】
ＴＥＬ：０９２－８０５－３６７７
ＦＡＸ：０９２－８０５－３６７８
Ｅ-mail：seminar@opack.jp

・東京セミナー２０１９ ： https://www.opack.jpfiles/MagazineDetail_28110_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】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
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（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_28111_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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