
九大学研都市メールマガジンvol.122(令和3年6月号）

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

★OPACKからのお知らせ★
【１】「令和3年度第1回 まちづくりスクール」 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】九州大学アジア・オセアニア研究教育機構(Q-AOS) Brown Bag Seminar Series
第７回（キーワード：官民連携）、第８回（キーワード：遠隔医療） 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】「第9回九州大学芸術工学部オンライン施設公開 デザインの未来へようこそ」
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★
【４】九州大学ビジネス・スクール 大学説明会・オープンキャンパス 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
「先端分子材料化学～設計、構造・物性、機能からデバイスまで～」
開催のお知らせ！
*◆*◎*◆*━━━━━━━━〇**** 本 文 ****〇━━━━━━━━━*◆*◎*◆*

★OPACKからのお知らせ★
【１】「令和3年度第1回 まちづくりスクール」 開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
令和３年度第１回 まちづくりスクールを開催いたします。
今回のテーマは「移動問題～地域の未来を支えるモビリティの進化～」です。
パネリストから、モビリティによる地域課題の解決・価値創出といった視点で、
現在の取組や将来展望等についてお話しいただきます。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日時：2021年7月9日（金）16：30～18：30（開場16：00）

◆場所：九州大学椎木講堂 大会議室
オンライン（ZOOMウェビナー）同時開催
オンデマンド配信（申込者限定公開）

※現地会場はお申込みなしでも、ご参加できます。
お気軽にお越し下さい。

◆定員：50名

◆内容
・活動紹介・パネルディスカッション

【パネリスト】
・九州大学大学院システム情報科学研究院教授 荒川 豊 氏
・株式会社SEEDホールディングス モビリティ事業推進室室長 永利 勇気 氏
・九州大学共創学部３年 学生団体モビラボ代表 鉄島 大貴 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

◆お申込み
ＯＰＡＣＫホームページよりお申込み（現地会場・オンデマンド配信）
https://www.opack.jp/events/detail/162
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オンライン（ZOOMウェビナー）お申込み
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_A4Y3d8CtTk24nSxMf-s3jA

◆お問合せ
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構
TEL：092-805-3677

・まちづくりスクールチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29423_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構(Q-AOS) Brown Bag Seminar Series
第７回（キーワード：官民連携）、第８回（キーワード：遠隔医療） 開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学アジア・オセアニア研究教育機構（Q-AOS）では「Brown Bag Seminar Series」を
4月から毎週水曜日のランチタイムに開催いたします。本学のアジア・オセアニア地域やSDGsに
関連する最新の研究活動を多くの方に知っていただき、異分野研究ネットワークや交流や
きっかけの場を提供できればと思います。どなたでも気軽に御参加いただける内容となっております。
途中参加、途中退室もOKです。皆様の御参加をお待ちしております。
--------------------------------------------------------------------------------
＜第７回＞
◆タイトル：グローバル・パートナーシップのための都市のグローバル化：
福岡市の国際化・脱国境化・地域化・地方化

◆日 時：2021年6月2日(水) 12：10～12：50

◆申込方法：下記受付フォームよりお申し込みください
https://zoom.us/webinar/register/WN_C87Mx7WHRKG8_PIdM5XV0g
※申込期限：6月2日（火）

・第7回案内チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29424_file.pdf

＜第８回＞
◆タイトル：グローバル・パートナーシップのための都市のグローバル化：
福岡市の国際化・脱国境化・地域化・地方化

◆日 時：2021年6月9日(水) 12：10～12：50

◆申込方法：下記受付フォームよりお申し込みください
https://zoom.us/webinar/register/WN_JgXkNuTBQkGzqGIrPx_JcQ
※申込期限：6月9日（火）

＜各回共通＞
◆形 式：Zoom Webinar
◆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：500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）
https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/

◆問合せ先：九州大学Ｑ－ＡＯＳ事務局
TEL: 092-802-2603
Email: aoevent@jimu.kyushu-u.ac.jp
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・第8回案内チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29425_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【３】「第9回九州大学芸術工学部オンライン施設公開 デザインの未来へようこそ」
開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学芸術工学部では、デザインの面白さを一般の方々に体験していただくオンライン
イベントを2021年6月19日（土）に開催します。
大橋キャンパスで行われている日頃の研究を幅広く地域社会の皆様に公開し、芸術工学の
魅力を体感できる多彩な企画を通して、「デザインの世界」への理解を深めていただくとともに、
地域社会に開かれたキャンパスを目指すことを目的としています。
オンラインイベントは、一般の方々を対象とした企画のみならず、小さいお子様向けの
体験型企画も実施し、大人から子どもまで幅広く楽しめる内容となっております。
皆さまのご参加をお待ちしております。
なお、このイベントは、2021年度九州大学開学記念行事・学内施設公開の一環として実施している
ものです。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2021年6月19日（土）10：00～17：00

◆場 所：下記施設公開特設ウェブサイト内
https://www.design.kyushu-u.ac.jp/pages/daikoukai/

◆内 容：詳細は下記特設ウェブサイトをご参照ください。
https://www.design.kyushu-u.ac.jp/pages/daikoukai/

◆対 象 者：一般の方

◆定 員：無
※ 定員がある企画は、申し込み多数の場合、抽選となりますのでご了承ください。

◆参 加 費：無料
◆申込期限：6月18日(金)
※一部企画の申込期限は6月3日(木)となっているため、詳細は特設ウェブサイトをご確認ください。

◆申込方法：詳細は下記特設ウェブサイトをご参照ください。
https://www.design.kyushu-u.ac.jp/pages/daikoukai/

◆お問合せ先：
担当：芸術工学部事務部総務課企画・広報係
電話：0925534442
FAX：0925534593
Mail：gkskoho@jimu.kyushu-u.ac.jp

・オンライン施設公開チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29426_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【４】九州大学ビジネス・スクール 大学説明会・オープンキャンパス のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学ビジネス・スクール（QBS）では2022年4月入学希望者のための大学説明会を下記の通り
開催いたします。会場ではQBSの概要説明の他、教員による「模擬講義」や「学生の声を聞く」と
題して、社会人学生である修了生・在校生の仕事と学業の両立、QBSに入学することのメリット等の
体験談を聞くことができるプログラムをご準備しております。
ぜひこの機会にQBSでの学びに触れてみませんか。皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。
なお当日は、会場からZoomを利用したオンライン配信も実施予定です。
会場にお越しいただくことが難しい方は、リモートでもご参加いただけます。
--------------------------------------------------------------------------------
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◆日 時：① 8/4（水）②9/11（土）

◆場 所：①JR博多シティ10階大会議室
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/facility/external/hakata/

②九州大学伊都キャンパス イースト２号館E-109教室
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/38753/2020ito_jp.pdf
＊キャンパスマップ81番「イースト2号館」の1階になります。

◆内 容：・QBSの特徴と入試概要
・教員による模擬講義
・在校生/修了生の声を聞く
・質疑応答
・キャンパスツアー（9/11のみ）

◆対 象 者：
①出願時に企業・官公庁等において原則として2年以上の実務経験を有する社会人。または
②出願時に大学又は大学院に在学する者。（若干名）

◆定 員：各回120名程度(オンライン参加含む)

◆参 加 費：無料

◆申込期限：各説明会日の前日まで
（※定員に達した際は、早めに終了する場合がございます）

◆申込方法：下記ページ内の申込フォームリンクよりお申込み下さい。
https://qbs.kyushu-u.ac.jp/news/8518

◆お問合せ先：QBS支援室 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★
【５】一般財団法人 化学物質評価機構（CERI）寄付講座
「先端分子材料化学～設計、構造・物性、機能からデバイスまで～」
開催のお知らせ！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆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：
【前期講座（全７回）】２０２１年５月１５日（土）～７月３日（土）
【後期講座（全７回）】２０２１年１０月２日（土）～１１月２０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（福岡市西区九大新町４－１）
http://sangaku-center.city.fukuoka.lg.jp/access.html
※前期講座は緊急事態宣言を受けオンラインにて開催中

◆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/85

◆対 象 者：どなたでも
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◆参 加 費：不要
◆申込方法：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）

・2021 前期／CERI寄付公開講座ポスター ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29428_file.pdf

・2021 後期／CERI寄付公開講座ポスター ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29429_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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