
九大学研都市メールマガジンvol.128（令和3年9月号）

今回よりOPACKホームページ 九大学研都市トピックスに各イベントのサムネイルを
掲載しておりますので、そちらでも御覧いただけます。
https://www.opack.jp/

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

★OPACKからのお知らせ★
【１】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・物性から機能化まで～」
オンライン開催のご案内！【New!!】
※後期講座がオンラインでの開催となりました

★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20回（キーワード：サステイナブル建築）
第21回（キーワード：まちづくり）
第22回（キーワード：脱炭素社会）
第23回（キーワード：高齢化） 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】第66回国立大学附置研究所・センター会議 第１部会シンポジウム「数学のチカラ」
オンライン開催のご案内！【New!!】

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

★OPACKからのお知らせ★
【１】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・物性から機能化まで～」
オンライン開催のご案内！【New!!】
※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）】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
※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/85

◆対 象 者：どなたでも

◆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
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◆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）

・後期講座チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29638_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20回（キーワード：サステイナブル建築）
第21回（キーワード：まちづくり）
第22回（キーワード：脱炭素社会）
第23回（キーワード：高齢化） オンライン開催のご案内！【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20回＞
◆タイトル：アジアにおけるフィールド研究：地域の特性に応じたサステナブルで健康な
居住環境を目指して

◆日 時：2021年9月8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_UDQIWzT2TXqOQBX5xpkbMQ
※申込期限9月8日（水）

＜第21回＞
◆タイトル：都市と大学のデザイン

◆日 時：2021年9月15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_uvz1IldjQou2rfwUJGvp_Q
※申込期限：9月15日（水）

＜第22回＞
◆タイトル：脱炭素社会に向けたゼロ・エネルギー建築の研究開発

◆日 時：2021年9月22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_MhRVFYQsQmeC1c6OZtgoZw
※申込期限：9月22日（水）

＜第23回＞
◆タイトル：ライフマッププロジェクト：超高齢化社会における人間中心デザインアプローチ

◆日 時：2021年9月29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_JDw4uwQ1TC2DfG-M7-VPlA
※申込期限：9月29日（水）

＜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。
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https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29638_file.pdf


◆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

・Brown Bag Seminar チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29639_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66回国立大学附置研究所・センター会議 第１部会シンポジウム「数学のチカラ」
オンライン開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
本シンポジウムは、国立大学附置研究所・センター会議第１部会に所属する研究所・研究
センターの研究成果やその意義を、一般の聴衆へ広報する目的で毎年開催しています。
本年度は、九州大学マス・フォア・インダストリ研究所の企画で、オンラインのライブ配信
形式で開催いたします。近年「数理・データサイエンス・AI」という言葉に代表されるように、
横断的な学術基盤としての数学の重要性が社会全体でより認識されるようになってきています。
また、それを支える「STEAM」(Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) 人材として、
高い数学の素養をもつ人材が社会から強く求められています。数学が社会に直接役に立ち、
またそのレベルが国力をも左右するような時代が到来しています。そのような社会情勢のもと、
今回は数学を研究し、それを社会に展開している4名の第一線の研究者による講演を企画しました。
講演を通じて「数学のチカラ」を皆様に感じていただけたらと思います。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：令和3年9月25日（土）13：00開演
◆場 所：ZOOMウェビナーによるオンライン開催
◆内 容：
■プログラム■
13:00̃13:05 開会の辞
九州大学理事・副学長 久枝良雄 氏

13:05～13:45 「分野連携で拓く数理科学の未来」
理化学研究所 数理創造プログラム プログラムディレクター 初田哲男 氏
13:45～13:50 質疑応答

13:50～14:30 「データ格付けの必要性と数理基盤の構築」
九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 教授 藤澤克樹 氏
14:30～14:35 質疑応答

14:45～15:25 「未来社会をつくる数理・AI～期待と課題」
富士通株式会社 人工知能研究所 所長 穴井宏和 氏
15:25～15:30 質疑応答

15:30～16:10 「植物に由来する新しいパッキング・パターン生成法」
九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 准教授 富安亮子 氏
16:10～16:15 質疑応答

16:15～16:20 閉会の辞
国立大学附置研究所・センター会議 第１部会長
新潟大学 災害・復興科学研究所 所長 河島克久 氏

◆対 象 者：高校生などを含む一般の方

◆定 員：500名
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https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29639_file.pdf


◆参 加 費：無料

◆申込期限：当日まで可（定員の500名を超えた場合は申し込みを制限させていただきます。）

◆申込方法：https://center1.imi.kyushu-u.ac.jp/
に記載の参加登録URLからお申し込み下さい。

◆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

・「数学のチカラ」チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29640_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、企業立地など、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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