
九大学研都市メールマガジンvol.112(令和2年12月号）

*◆*◎*◆*━━━━━━━━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】九州大学・OPACKジョイントセミナー
～農産物の輸出促進に向けた 九州大学の取り組み～ 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】オープンサイエンスプラットフォーム（OSP)説明会を開催します！【New!!】

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【３】福岡県工業技術センター令和２年度研究成果発表会（Ｗｅｂ開催）のご案内！【New!!】

★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
【４】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】九州大学・OPACKジョイントセミナー
～農産物の輸出促進に向けた 九州大学の取り組み～ 開催のご案内！【New!!】
ZOOMウェビナー同時開催
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
農業は、今後ますます重要になる社会的テーマとして、生産技術の向上や海外輸出に伴う
物流など幅広い分野で競争力や安全性が求められています。この課題を解決するためには、
産学官連携による地域経済への還元が重要です。
本セミナーでは、日本農産物の輸出促進に向けた九州大学の取組や、日本農産物のブランド化、
農林水産物の輸出促進に向けた産学官連携、産地連携による国際競争力の強化を紹介します。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2020年12月11日（金）13：30～16：45（13：00 受付開始）
ZOOMウェビナー同時開催

◆場 所：西鉄グランドホテル 鳳凰の間
福岡市中央区大名2-6-60

◆定 員：50名
◆参加費：無料

◆プログラム：
１．開会挨拶 13：30～13：35
九州大学大学院農学研究院 院長 中尾 実樹 氏

２．九州大学における農産物の輸出促進に向けた取り組み
講演① 13：35～13：50
房 賢貞 氏（農学研究院 助教）
農林水産物の輸出促進研究開発プラットフォーム＠九州・沖縄の活動について

講演② 13：50～14：20
森高 正博 氏（農学研究院 准教授）
日本産農産物のブランディング戦略

講演③ 14：20～14：50
山崎 一隆 氏（日通商事株式会社 営業企画部 次長）
電場コンテナによる農産物の鮮度保持輸送
～休憩～ 10分
講演④ 15：00～15：30
田中 史彦 氏（農学研究院 教授）
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青果物混載輸送を可能とする多温度帯コンテナの開発とその品質保持効果

講演⑤ 15：30～16：10
甲木 敦子 氏（九州農産物通商株式会社 海外事業部長）
日本産農産物の輸出の現状と課題

３．閉会挨拶 16：10～16：15
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構 局長 刈茅 初支

４．名刺交換会 16：15～16：45

※詳細はチラシでご確認ください

◆お申込み：
ＯＰＡＣＫホームページより
https://www.opack.jp/events/detail/126

ZOOMウェビナー申し込みはこちらから
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__uTiW2AASZO9dLaLu8m2HA

◆お問い合せ先：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
E-Mail:tanaka.a@opack.jp

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29055_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【２】オープンサイエンスプラットフォーム（OSP)説明会を開催します！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
オープンサイエンスプラットフォーム（ＯＳＰ）について

ＯＳＰとは、我が国の優れた要素技術を日本型オープンイノベーションとして世界に向けて
展開する新たな仕組みです。特にヘルステック領域における課題解決のため、九州大学から
メディカルビッグデータなどの提供を受け、異分野の研究者・企業などからなるグループが
協働することで、分野を越えた社会価値を創造する世界初の試みです。
この事業には、既に１０社程の企業にご参加いただいており、活発な議論が展開されています。
ＯＳＰを更に多くの皆様にご理解いただくとともに、ご参画をいただきたく、
ＯＳＰの説明会を開催いたします。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：２０２０年１２月２１日（月）１４：００～１５：３０

◆場 所：日本橋ライフサイエンスビル９階９１１、９１２、９１３講義室
（東京都中央区日本橋本町２－３－１１）

◆定 員：先着５０名（Webによる同時配信もいたします）
※感染症の状況により、Webのみでの開催となる可能性があります。
その場合、ご登録をいただいた参加者の皆様には事前にお知らせいたします。

◆お申込み：ＯＰＡＣＫホームページ
https://www.opack.jp/events/detail/137

ウェビナーお申込みはこちらから
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_K8bYJgpVR72jV6FvLVFGhg

◆お問合せ：公益財団法人 九州大学学術研究都市推進機構
企業立地サポートグループ 深川
メールアドレス:fukagawa.k@opack.jp

                               2 / 4

https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29055_file.pdf


・オープンサイエンスプラットフォーム ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29056_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【３】福岡県工業技術センター令和２年度研究成果発表会（Ｗｅｂ開催）のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
福岡県工業技術センターは、企業の研究開発から事業化までをきめ細かく総合的に支援できる
『県内中小企業の発展を支援する実践的研究開発機関』として、研究開発、技術指導等を行っています。
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、当センターでは 『令和２年度 福岡県工業技術センター
研究成果発表会』をホームページで開催中です。本発表会では「研究成果」や「保有技術」を
広くご活用いただくことを目的に、ポスター形式にて各研究所の事例をご紹介いたします。
ぜひ、お気軽にご覧ください。
--------------------------------------------------------------------------------
◆期 間：令和２年１１月２４日（火曜日）～ 令和２年１２月２３日（水曜日）（Web開催）

◆開催方法：福岡県工業技術センター ホームページにて掲載
http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/index.htm

◆内 容：ポスター形式での掲載（２５テーマ）
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/r2/r2_seika/r2_seika12%20workfile1.htm

※当サイトの内容、データ、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

◆お問合せ：福岡県工業技術センター
企画管理部情報交流課（片山、山口、御幡）
TEL：092-925-5977 FAX：092-925-7724
E-mail:joho@fitc.pref.fukuoka.jp

・研究成果発表会チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29057_file.pdf

★ＯＰＡＣＫからのお知らせ★
【４】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
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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_29058_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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