
九大学研都市メールマガジンvol.111(令和2年11月後半号）

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

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【１】第８回九州大学日本橋サテライトセミナー「五感情報科学の最前線」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★
【２】九州大学 人社系協働研究・教育コモンズ
「空飛ぶクルマ」の社会実装における社会的課題解決に向けて』オンライン開催のご案内！【New!!】

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【３】福岡水素エネルギー戦略会議
令和２年度 技術者育成セミナー「水素専門コース」オンライン開催のご案内！【New!!】

★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
【４】「九州大学学術研究都市」セミナーin東京2020 開催のご案内！
（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★
【５】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！

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

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【１】第８回九州大学日本橋サテライトセミナー「五感情報科学の最前線」開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
新型コロナウイルスの影響により日程を再調整していました、第8回日本橋サテライトセミナー
『五感情報科学の最前線』を下記の通り開催することになりました。多数のご参加をお待ちして
おります。個別の質疑応答の場として個別相談の時間も確保しております。
個別相談に関しましては、先着順とさせていただきますので事前のお申込みをよろしく
お願いいたします。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2020年12月3日（木）13：00～15：50（受付 12:30から）
個別相談16：00～17：00

◆場 所：日本橋ライフサイエンスビル 9階 913会議室
東京都中央区日本橋本町2-3-11
http://www.nihonbashi-lifescience.jp/#anchor-sec-access

◆スケジュール：
13:00～13:15
「五感応用デバイス研究開発センターの概要」
都甲 潔（九州大学高等研究院 特別主幹教授、五感応用デバイス研究開発センター 特任教授）

13:15～14:15
「味と匂いの可視化イノベーションによる新世界の創造」
都甲 潔（九州大学高等研究院 特別主幹教授、五感応用デバイス研究開発センター 特任教授）

14:20～15:05
「眼を診て全身を知る～疾患の早期発見からリスク予測へ～」
園田 康平（九州大学医学研究院 臨床医学部門 外科学 教授）

15:05～15:50
「音と聴覚：知覚心理学・言語学・音声科学の融合研究」
中島 祥好（九州大学 名誉教授、サウンド株式会社 社長）
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16:00～17:00 個別相談

◆セミナー定員：30人
※申込締切：11月26日（木）先着順（定員になり次第、締め切らせていただきます）

個別相談：3組×2（講師別）
※申込締切：11月26日（木）相談内容を確認後、個別相談の可否をご連絡いたします。

◆参加費：無料
◆お申込方法（E-mail)
E-mail: n-satellite@airimaq.kyushu-u.ac.jp
以下の書式を使用してお申込みください。
---------------------------------------------------------------------
第8回九州大学日本橋サテライトセミナー申込
企業名：
部署：
役職：
氏名:
電話番号:
E-mail:
個別相談の希望：有・無（※希望の場合、講師名と相談内容を記入ください）
---------------------------------------------------------------------
◆お問い合せ先：
九州大学 学術研究・産学官連携本部 日本橋サテライト
E-mail: n-satellite@airimaq.kyushu-u.ac.jp
TEL：080-3362-5427

◆ホームページ
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/topics/index.php?code=129&cat=2

・「五感情報科学の最前線」チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29036_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【２】人文科学研究院／人間環境学研究院／経済学研究院／法学研究院
九州大学人社系協働研究・教育コモンズ 第7回企画
『「空飛ぶクルマ」の社会実装における社会的課題解決に向けて』オンライン開催のご案内！【New!!】

※JST/RISTEX ELSIプログラム プロジェクト企画調査『「空飛ぶクルマ」の社会実装における
社会的課題解決についての基礎的検討』の一環で行います。
共催：九州大学法政学会、九州大学人間環境学府多分野連携プログラム「アジアの都市と市民」
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
「空飛ぶクルマ」の研究開発と社会実装に向けた動きが急ピッチで進んでいます。
この新しい移動手段（モビリティ）が社会に普及したならば、私たちの生活環境はどのように変わる
ことになるのでしょうか。このシンポジウムでは、「空飛ぶクルマ」が社会実装される際に解決
されるべき「倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI: Ethical, Legal and Social Issues）」について、
幅広い観点から検討します。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：令和２年１２月２日（水）1５時00分～1８時00分 ※延長の可能性あり
◆実施形態：オンライン会議形式（ZOOMまたはTeamsで配信）

◆内 容：
【第１部】 報告・コメント
・企画趣旨
小島立（九州大学 大学院法学研究院 教授）
・「空飛ぶクルマ」の研究開発の現状と今後の見通し
岩熊成卓（九州大学 システム情報科学研究院 教授）
・イノベーション・データ・セキュリティ
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平山賢太郎（九州大学 大学院法学研究院 准教授）
・モビリティの発達と都市の変容――空間・人間・社会へのインパクト
黒瀬武史（九州大学 人間環境学研究院 准教授）
・コメント
野口和彦（JST-RISTEX ELSIプログラム アドバイザー／
横浜国立大学 先端科学高等研究院 リスク共生社会創造センター 客員教授））

【第２部】 パネル討論・質疑応答
小島立（九州大学 大学院法学研究院 教授）
岩熊成卓（九州大学 システム情報科学研究院 教授）
平山賢太郎（九州大学 大学院法学研究院 准教授）
成原慧（九州大学 大学院法学研究院 准教授）
黒瀬武史（九州大学 人間環境学研究院 准教授）
藤田雄飛（九州大学 人間環境学研究院 准教授）
陳思聡（九州大学 人間環境学研究院 准教授）
三和正人（九州大学 学術研究・産学官連携本部 研究推進主幹）
野口和彦（JST-RISTEX ELSIプログラム アドバイザー／
横浜国立大学 先端科学高等研究院 リスク共生社会創造センター 客員教授）

◆対 象 者：一般・学生
◆定 員：100名予定（先着順）
◆参 加 費：不要
◆申込方法：事前申し込みの必要あり。下記URLで登録をお願いします。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iV9x12qT90q7daV6yZZG-
oNiPOPoyS9IqCOUL_BId8BURUFXMzFTRkJaSlNWMEVaRjhMWU9TVVdBUi4u
◆お問合せ先：九州大学 人社系協働研究・教育コモンズ
Email : enquiry-commons@cmns.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★
【３】福岡水素エネルギー戦略会議
令和２年度 技術者育成セミナー「水素専門コース」開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
福岡水素エネルギー戦略会議からのお知らせです。
令和２年度 技術者育成セミナー「水素専門コース」を開催します。
（ZOOMウェビナーを利用した、オンラインセミナーとなります。）
本コースでは、製品開発に必要な知識を習得したうえで、具体的な製品開発事例に
ついて学び、研究・開発から製品化までの流れをイメージできることを目指します。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：令和２年１２月３日（木）１３：００～１７：１５
４日（金）１０：３０～１７：３５

◆対 象：水素・燃料電池分野への参入を目指して製品開発に取り組んでおり、
技術的な課題の解決を図ろうとする企業の技術者
◆会 場：オンライン（Zoomウェビナーを使用します。）
※講師も遠隔地からオンラインにて講義します。

◆定 員：30名（申込多数の場合は、事務局にて調整させていただく事があります。)

◆申込期限：令和２年１１月１８日（水）
≪定員に達し次第、受付を終了します。お申し込みはお早めに≫

◆受 講 料：県内企業 5,000円*
県外企業 10,000円
*県内企業とは
・本社が福岡県内に所在する企業
・当セミナーの参加者が所属する事業所、研究所等が福岡県内に所在する企業
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◆申込方法：福岡水素エネルギー戦略会議ホームページからお申込みください。
http://www.f-suiso.jp/info/17502.html
＊申込にあたっては、ガイドライン(PDF)をお読みください。

※カリキュラム・詳細は、HPをご覧ください。※
http://www.f-suiso.jp

◆お問い合わせ先
福岡水素エネルギー戦略会議事務局
（福岡県商工部新産業振興課内)
〒812-8577 福岡市博多区東公園７－７
TEL 092-643-3448／FAX 092-643-3421
URL http://www.f-suiso.jp
E-mail info@f-suiso.jp

・R2年度 技術者育成セミナー「水素専門コース」 ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29038_file.pdf

★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
【４】「九州大学学術研究都市」セミナーin東京2020 開催のご案内！
（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
「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
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「『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_29039_file.pdf

★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
【５】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！
--------------------------------------------------------------------------------
◆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。

※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
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・（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_29040_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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