
九大学研都市メールマガジンvol.110(令和2年11月号）

*◆*◎*◆*━━━━━━━━〇**I N D E X**〇━━━━━━━━━*◆*◎*◆*

★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
【１】「九州大学学術研究都市」セミナーin東京2020 開催のご案内！【New!!】
（オンライン同時開催）
～オープンイノベーションが創る次世代産業－ファインマテリアルから空飛ぶクルマまで－～

★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
【２】第３回まちづくりスクール 交流～つながることで生まれる新たな価値
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】九大・NEXCO西日本 第12回技術シンポジウム
「 交通インフラの利活用̃まちと人を道でつなぐ未来づくり̃ 」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★
【４】数学・数理科学5研究拠点合同市民講演会 「みえるものとみえないもの」
オンライン開催のお知らせ！【New!!】
★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【５】九州大学ビジネス・スクール（QBS）特別選抜入試説明会 開催のご案内！【New!!】

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【６】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！
=後期講座がオンラインでの開催となりました=

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

★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
【１】「九州大学学術研究都市」セミナーin東京2020 開催のご案内！【New!!】
（オンライン同時開催）
～オープンイノベーションが創る次世代産業－ファインマテリアルから空飛ぶクルマまで－～
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
【「九州大学学術研究都市」セミナーin東京2020】を開催いたします。
本セミナーでは、九州大学学術研究都市のご紹介、九州大学における最先端の研究開発や
産学連携の取り組み等、様々な視点から情報提供を行うこととしております。
今回はZOOMによるウェビナーも同時開催いたします。
皆さまのご参加をお待ちしております。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：２０２０年１２月１日（火）
講演会 １３：３０～１６：５５
名刺交換会 １７：００～１８：００

◆場 所：ハイアットリージェンシー東京【桃山】（東京都新宿区西新宿２－７－２）

◆プログラム：
・主催者挨拶
（公財）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 荒殿 誠 氏

・九州大学学術研究都市の紹介
（公財）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
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「産学連携の総論」
九州大学 副理事 学術研究・産学官連携本部 教授 大西 晋嗣 氏

「プラスチックで次世代モビリティーを」
九州大学 大学院 工学研究院 教授
次世代接着技術研究センター センター長 田中 敬二 氏

「植物の成長促進と有用含硫化合物の蓄積～硫黄代謝の基礎研究から見出された有用性～」
九州大学 大学院 農学研究院 准教授 丸山 明子 氏

「高分子膜による高効率的CO2分離回収～ネガティブ・エミッションへの挑戦～」
九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 准教授 谷口 育雄 氏

「『空飛ぶクルマ』の社会実装における社会的課題の解決に向けて」
九州大学 大学院 法学研究院 教授 小島 立 氏

「架橋酵素が繋ぐ異分野融合バイオ研究の展開～基礎研究からスタートアップ起業まで～」
九州大学 大学院 工学研究院 教授
KAICO株式会社 アドバイザー 神谷 典穂 氏

・名刺交換会（今回は交流会は開催いたしません）

◆定 員：会場１００名
※ＺＯＯＭウェビナーに定員はありません

◆申込締切：会場 １１月２４日（火）（定員になり次第、締め切らせていただきます）
ウェビナー １１月２９日（日）
◆参加費：無料
◆申込方法：会場・ウェビナーともホームページよりお申し込みください
https://www.opack.jp

【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：公益財団法人 九州大学学術研究都市推進機構【担当：田中】
ＴＥＬ：０９２－８０５－３６７７
ＦＡＸ：０９２－８０５－３６７８
E-mail：info@opack.jp

・「九州大学学術研究都市」セミナーin東京2020 ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_28967_file.pdf

★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
【２】第３回まちづくりスクール 交流～つながることで生まれる新たな価値
開催のお知らせ！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
「人とつながることで生まれる新たな価値」をテーマに、パネリストから事例紹介を
していただき、その後パネリストや会場参加者とのディスカッションを行います。
大学と地域との交流に関心を持っていただくとともに、仲間づくり・ネットワーク
づくりの場をつくります。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：令和２年１２月１５日（火）
１６：３０～１８：３０（１６：００受付開始）

◆場 所：九州大学伊都キャンパス
日本ジョナサン・ＫＳ・チョイ文化館

※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。
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※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。
１２月２３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 先端素粒子物理研究センター准教授
社会連携推進室 科学コミュニケーション推進グループ長
吉岡 瑞樹 氏

・（株）スマートデザインアソシエ－ション代表取締役
福岡移住計画代表
須賀 大介 氏

・九州大学工学部機械航空工学科３年
まちづくりサークルｉＴＯＰ代表
石田 匠 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

◆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

【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

● お申込みはこちらから
https://www.opack.jp/events/detail/147

・第３回まちづくりスクール ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_28968_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【３】九大・NEXCO西日本 第12回技術シンポジウム
「 交通インフラの利活用̃まちと人を道でつなぐ未来づくり̃ 」開催のお知らせ！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
人口減少、少子高齢化といった課題に直面している中で、わが国が持続可能な社会を実現する
ためには、各地域がそれぞれの特徴を活かしながら成長していく必要があります。
また、最近では、新型コロナウイルス等の影響により、新しい価値観やライフスタイルを創出して
いくことが求められています。このような中で、都市と地域とのつながりを築き、人・モノの交流を
支える交通インフラが望まれています。
本シンポジウムでは、九州各地の地域創生の事例について紹介します。地域に根ざした活動
だけではなく、九州全体、さらには国内外への発信・展開を目指す取り組みについても紹介します。
本シンポジウムを通して、地域創生に求められる交通インフラの役割や、次世代の新しい交通
インフラの可能性について考えます。
--------------------------------------------------------------------------------
■概要
*日 時：令和2年11月12日(木) 13:00̃17:10 （12時15分開場）
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*場 所：アクロス福岡B2F イベントホール（福岡市中央区天神1-1-1）
*主 催：九州大学
*共 催：西日本高速道路株式会社
*後 援：国土交通省九州地方整備局 (公社)土木学会西部支部
(公社)地盤工学会九州支部 (一社)九州橋梁・構造工学研究会
(一社)建設コンサルタンツ協会九州支部
(一社)日本建設業連合会九州支部
(一社)九州地域づくり協会
*参加費：無料
＊土木学会 継続教育(CPD)プログラム認定：（認定番号：JSCE20-0646、3.5単位）

■プログラム
12：15 開場
13：00～13：05 開会／挨拶
13：05～14：05 (60分)
特別講演『 移動文化の変容がもたらす新しい地域社会像 』
坂口 光一（一般社団法人 イドビラキ 代表理事、九州大学 名誉教授）
14：05～14：15 休憩(10分)
14：15～14：45 (30分)
講演『 世界があこがれる九州をつくる ～ with/after コロナの地元創生 』
村岡 浩司（株式会社 一平ホールディングス 代表取締役社長）
14：45～15：15 (30分)
講演『 応援・チャレンジの連鎖が地域を変える～ヒトに目線を合わせたまちづくり～ 』
木藤 亮太（株式会社 ホーホゥ 代表取締役、株式会社 油津応援団 専務取締役）
15：15～15：45 (30分)
講演『 高速道路を活用した地域創生プロジェクト 』
濵野 昌志（西日本高速道路株式会社 九州支社 地域連携担当部長）
15：45～16：00 休憩(15分)
16：00～17：00
パネルディスカッション『地域の発展と高速道路への期待』
コーディネーター：坂口 光一
パネリスト：村岡 浩司、木藤 亮太、濵野 昌志
17：00～17：10 閉会／挨拶
[開催方法]
《会場開催》
・会場での聴講を希望される方は、包括連携協定トップページ「シンポジウム参加申し込み」の
専用フォームより事前登録をお願いします。
https://www.kyushu-u-nexco.jp/
※ 申込締め切り：10月30日(金)
（締切り過ぎておりますが、参加ご希望の方はご連絡ください。）

・新型コロナウイルスの感染症防止対策として、座席数の上限を設けています。
・上限に達した場合は「先着順」とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
・当選された方には11/５以降に、折り返し参加証をメール送付いたします。
・感染症対策として、会場では換気や消毒等を実施します。

《動画配信》
・シンポジウムの内容は、動画配信でもご覧いただけます（ライブ配信、オンデマンド配信）。
・インターネット回線の状況やその他パソコンの環境等により、映像や音声が乱れる、
一時的に停止するなど、正常に視聴できない場合があります。あらかじめご了承ください。
・配信用URLは、開催当日にアップします。
※ ライブ配信URL：11月12日に公開予定

《CPD認定》
・本シンポジウムは、土木学会認定CPDプログラムです（認定番号：JSCE20-0646、3.5単位）
・受講証明書の発行は、ご来場いただいた方のみを対象とします。
・動画配信をご視聴いただいた方へは、証明書の発行はございません。

《中止等の可能性》
・以下の場合には、シンポジウムを中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
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・新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令した場合
・講演者や実施関係者に感染が判明した場合
・主催者が内容を変更あるいは中止すべきと判断した場合

[ポスター・チラシ]
下記のURLからご確認下さい。
https://www.kyushu-u-nexco.jp/sympo12/

・「 交通インフラの利活用̃まちと人を道でつなぐ未来づくり̃ 」チラシ ： 
https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_28969_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【４】数学・数理科学5研究拠点合同市民講演会 「みえるものとみえないもの」
オンライン開催のお知らせ！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
世の中は、知的好奇心を呼び起こす様々な謎に包まれています。目にはみえるけれども、
どうしてそうなるのか、どうしてそうできるのか理解できない現象や技術、逆に目には
みえないけれども、仕組みを理解してなんとか頭でみえるようになるもの、あるいは目にも
みえず、理解もできず、どう対応していったらよいかわからない問題など。
我々もコロナ禍の中、みえるもの、みえないものに取り囲まれて日々を送っています。
本市民講演会では、そうした秘密に数学・数理科学の観点から５つの話題に迫ります。
全国5つの研究拠点が合同で運営する取組です。
今年はより多くの一般の皆様に参加していただけるよう、オンラインで開催します。
さまざまなテーマを通して、多くの方々に、数学・数理科学の広がりを身近に感じて
いただければ誠に幸いです。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：令和2年11月14日（土）13:30 ‒ 17:00 (13:00よりzoom ウェビナーオープン)
◆場 所：Zoomウェビナーによるオンライン開催
◆内 容：
数学・数理科学にかかわる5つの研究拠点である情報・システム研究機構統計数理研究所、
明治大学先端数理科学インスティテュート、京都大学数理解析研究所、大阪市立大学数学研究所、
九州大学マス・フォア・インダストリ研究所が主催する合同市民講演会です。
詳細は https://www.imi.kyushu-u.ac.jp/ をご参照下さい。

◆対 象 者：高校生などを含む一般の方
◆定 員：500名（500名を超えた場合は申込を制限させていただきます）
◆参 加 費：無料
◆申込期限：当日まで可
◆申込方法：https://www.imi.kyushu-u.ac.jp/kyodo-riyo/research_meetings/view/11
に記載の事前登録URLからお申し込み下さい。
お申し込み後、Zoom接続用リンクが記載されたメールが送られてきます。

◆お問合せ先：九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 共同利用・共同研究拠点事務局
092-802-4408
e-mail: imikyoten@imi.kyushu-u.ac.jp

・「みえるものとみえないもの」チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_28970_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【５】九州大学ビジネス・スクール（QBS）特別選抜入試説明会 開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学ビジネス・スクール（QBS）では、変革をリードし、新たな事業価値の創造に
挑戦する意欲を持つ学生の募集を重点的に行うため、特別選抜を実施します。
それに合わせて、12月１日（火）に特別選抜入試説明会を開催致します。
修了生による講演やパネルディスカッションを通して、直接お話を聞くことができる機会と
なっています。なお、当日はZoomでもご参加いただけます。会場にお越しいただくことが
難しい方は、ぜひリモートでご参加ください。
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--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：令和２年12月1日（火）19:00 ～ 21:00
◆場 所：JR博多シティ10階 小会議室I＋J（福岡市博多区博多駅中央街1-1）
◆内 容：
１．九州大学ビジネス・スクール（QBS)と特別選抜入試について
２．修了生による講演
講師：大和建太氏（KAICO株式会社 代表取締役）
３．修了生を交えたパネルディスカッション（仕事と学業の両立、QBS に入学することのメリット等）
４．質疑応答

https://qbs.kyushu-u.ac.jp/news/9216

◆申込期限：令和2年12月1日（火）正午
◆申込方法：下記申込フォームよりお申込み下さい。
申込時に「会場」もしくは「オンライン」をお選びください。

https://qbs.kyushu-u.ac.jp/form-sys/

◆お問合せ先：九州大学ビジネス・スクール（QBS）支援室
ＴＥＬ：092-802-5558
ＦＡＸ：092-802-5559
Ｅ-mail：qbs@econ.kyushu-u.ac.jp

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【６】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！
=後期講座がオンラインでの開催となりました=
--------------------------------------------------------------------------------
◆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
※前期講座は終了しました。

◆場所・開催方法：
後期講座 オンライン ※お申込み後、受講のURLをお送りします。
（オンライン講座に変更になりました。）

◆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・参加者名・ご連絡先（℡、e-mail）・受講希望日等の必要事項を
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後期／CERI寄付公開講座ポスター ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_28972_file.pdf
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■*□*■*□*■*□*■* 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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