
九大学研都市メールマガジンvol.106(令和2年8月後半号）

*◆*◎*◆*━━━━━━━━〇**I N D E X**〇━━━━━━━━━*◆*◎*◆*
★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
【１】第2回まちづくりスクール開催～居場所について考える～
開催のお知らせ！【New!!】

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【２】九州大学 アジア・オセアニア研究教育機（Q-AOS）シンポジウム
「感染症と生きる：コロナから学ぶ持続可能な社会とは」開催のお知らせ！【New!!】

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【３】福岡水素エネルギー戦略会議「令和2年度総会・講演会」のご案内！【New!!】

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【４】九州大学主催「共に歩み ここに生き 未来を照らす
～中村哲先生の想いを繋ぐ会～」のご案内！【New!!】

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【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～」開催のお知らせ！【Update!!】

*◆*◎*◆*━━━━━━━━〇**** 本 文 ****〇━━━━━━━━━*◆*◎*◆*

★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
【１】第2回まちづくりスクール開催～居場所について考える～
開催のお知らせ！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
子どもたちが希望や夢を育む場所づくり、学生と地域が交流を通して創造的に活動する場所づくり。。。
まちづくりを考える上で重要な要素である『居場所』について、一緒に考えましょう。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：令和２年９月１０日（木）
１６：３０～１８：３０（１６：００受付開始）

◆場 所：九州大学伊都キャンパス イーストゾーン
カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所１階ホール

※オンライン同時開催（zoom）
zoomを用いた「ウェビナー」を開催します。

※オンデマンド配信（YouTube）
期間内であれば、ご都合の良い時間に視聴できます。
９月１６日～１カ月程度の予定です。
申込者には改めてご連絡します。

◆プログラム：
事例紹介・パネルディスカッション

【パネリスト】
・九州大学大学院 人間環境学研究院 専任講師 田北雅裕 氏
・嘉穂無線ホールディングス株式会社
株式会社グッデイ 代表取締役社長 柳瀬隆志 氏
・九州熱風法人よかごつ 代表社員 大堂良太 氏
・九州大学大学院 人間環境学府 二田水宏次 氏

【ファシリテーター】
・九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター 特任准教授 高尾忠志 氏
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◆定 員：
現地会場 ７５名
オンライン同時開催 １００名

◆問い合わせ先：
九州大学学術研究都市推進機構（OPACK）
TEL：092-805-3677
FAX：092-805-3678
e:mail：info@opack.jp

【主催】アーバンデザイン会議九大（UDCQ)
（九州大学キャンパス計画室、九州大学学術研究都市推進機構（OPACK））
【共催】福岡西区役所
【協力】ふくおか共創プロジェクト

・第2回まちづくりスクール ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_28801_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【２】九州大学 アジア・オセアニア研究教育機（Q-AOS）シンポジウム
「感染症と生きる：コロナから学ぶ持続可能な社会とは」開催のお知らせ！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
私たちは今、新型コロナウイルスという感染症の脅威の中にあります。これは国際的な問題であり、
このような感染症がいつか必ずまた人類を脅かすことになるのは明らかです。本シンポジウムでは、
この現状において当機構が理念として掲げる「持続可能な社会」をどのように実現していくか、
参加される皆様とともに考え、議論します。 年齢・職業・立場に関わらず、多くの方のご参加を
お待ちしております。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2020年9月2日(水) 13：00～17：30
2020年9月3日(木) 10：00～17：00

◆場 所：椎木講堂（九州大学 伊都キャンパス内）
※ポスターの記載と異なりますが、
聴講者は原則オンライン（ZOOM）での参加となりました。

◆申込方法：下記受付フォームよりお申し込みください
https://forms.gle/5oyD17m2pVNpmiYm9
※オンラインで参加される方：お申込み後、参加用のURL等をお送りします。

◆申込期限：8月26日（水）
※申込期限後の申込については、下記事務局へお問い合わせください。
≪お問合せ先≫ 九州大学Ｑ－ＡＯＳ事務局
TEL: 092-802-2319
Email: aoevent@jimu.kyushu-u.ac.jp

◆対 象 者：年齢・職業・立場に関わらず、多くの方のご参加をお待ちしております。

◆定 員：300名

◆参 加 費：不要

◆内 容：詳細は下記HPをご覧ください（随時更新いたします）
http://q-aos.kyushu-u.ac.jp/

≪9月2日（水）13:00～17:30≫
テーマ：「感染症と生きる：コロナから学ぶ持続可能な社会とは」
当機構の６つのクラスター「資源循環」「都市」「生存基盤環境」「医療・健康」
「セキュリティー・防災」「文化変動」に関連の深い専門分野からそれぞれ講演者を招き、
コロナ禍における持続可能な社会について、各専門の立場から御講演頂きます。
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≪9月3日（木）≫
①10:00～12:00 「異分野融合セッション」
九大内外の研究者や産・学・官の専門家が３つのキーワード（教育・生活・経済）ごとに集まり、
専門領域の枠を超え、コロナ禍における現状の問題やその解決策に関して議論します。

②13:30～15:00 「国際テレカンファレンス」
テーマ：「アジア・オセアニア地域におけるコロナ対策の現況」
新型コロナウイルス感染症が日常生活や教育、ビジネスなどに与えた影響について、
アジア・オセアニア地域の国々を接続してオンライン国際会議を行い、グローバルな視点で
その対策を議論します。

③15:30～17:00 「若手研究者によるプレゼン発表と質疑応答」
テーマ：「私たちのWith/Postコロナ：新たな社会ニーズに対応した次世代研究ロードマップ
～ 分野を超えて次世代研究者が考える ～」
九州大学の学生～若手研究者が集い、With/Postコロナ時代のより良い持続可能な社会の
実現のために、これまでの常識を問い直し、「本当に必要なものとは」「どう変わる
べきか」を考え、議論します。

・感染症と生きる：コロナから学ぶ持続可能な社会とは ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_28802_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
--------------------------------------------------------------------------------
【３】福岡水素エネルギー戦略会議「令和2年度総会・講演会」のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
平素より、福岡水素エネルギー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2年度総会・講演会」について、下記のとおり開催いたします。
どなた様でもご参加いただけます。

**感染防止対策にご協力ください。**
・今年度は必ずご登録が必要です。(当日受付は行いません。)
・ご入場時は、必ずマスクの着用をお願い致します。
・会場にて検温を行います。
体調の優れない方のご入場はご遠慮願います。
・咳エチケット・手洗い・手指消毒等にご協力ください。
・新型コロナウイルス感染症の状況によっては変更の場合もあります。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：令和２年９月７日（月）14:00～17:00
・総 会：14:00～15:05
・講演会：15:10～17:00

◆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５分

◆定 員：150名
※定員になり次第、申込を締め切ります。
一定の距離を確保する為、座席数（定員）を調整しております。
予めご了承ください。
当日参加の受付は致しません。事前にお申込みをお願いします。

☆当日の内容・お申込みはこちらからご覧ください☆
http://www.f-suiso.jp/info/17125.html
＊最新情報は、随時、ホームページ等にてお知らせいたします。

◆問合せ先：福岡水素エネルギー戦略会議事務局
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（福岡県商工部新産業振興課内)
TEL 092-643-3448／FAX 092-643-3421
URL http://www.f-suiso.jp
E-mail info@f-suiso.jp

・福岡水素エネルギー戦略会議 定期総会・講演会 ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_28803_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【４】九州大学主催「共に歩み ここに生き 未来を照らす
～中村哲先生の想いを繋ぐ会～」のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学主催による「共に歩み ここに生き 未来を照らす ～中村哲先生の想いを繋ぐ会～」を
開催いたします。皆様のご参加をお待ちいたしております。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：令和２年９月６日（日） １４：００～１６：３０

◆開催方法：オンライン開催（事前登録）

◆内 容：
中村哲氏は、国際NGO「ペシャワール会」の現地代表・PMS総院長として、長きにわたり
アフガニスタンとパキスタンにおいて、医療活動、灌漑事業などの支援活動に尽力されてきました。
その支援活動の礎となる『志』について、中村哲氏と活動を共にしてきた講演者と、『志』を
受け継ぐ学生が熱いディスカッションを行います。

◆対 象 者：学生、教職員、一般

◆定 員：６００名

◆参 加 費：無料

◆申込期限：定員になり次第受付終了

◆申込方法：こちらから
リンク先：https://asiaweek.kyushu-u.ac.jp/events/dr_nakamura/

◆お問合せ先：九州大学AsiaWeek運営事務局
E-mail: aw_inquiry＠jimu.kyushu-u.ac.jp

【主催】九州大学
・中村哲先生の想いを繋ぐ会 ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_28804_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【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～」開催のお知らせ！【Update!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆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、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）】２０２０年１０月３日（土）～１１月２８日（土）
各日13:00～14:30、14;40～16:10の2コマ

◆場所・開催方法：
後期講座 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
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◆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/78

◆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）

・2020年後期CERI寄付公開講座 ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_28805_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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