
九大学研都市メールマガジンvol.130（令和3年11月号）

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、そちらでもご覧いただけます。
https://www.opack.jp/

当メルマガで取り上げてほしいトピック・情報等ございましたら、
https://www.opack.jp/contacts/
までお願いします。

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

★OPACKからのお知らせ★
【１】「世界初！ＤＸ型研究発想法によるオープンイノベーション for ヘルステック」
シンポジウム開催！【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-ベトナム農学フォーラム ー 九州農業とベトナム農業の課題と未来 ー
開催のご案内！【New!!】

【３】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27回（キーワード：イスラーム）
第28回（キーワード：水素エネルギー）
第29回（キーワード：バイオハイドロメタラジー）オンライン開催のご案内！【New!!】

【４】福岡市IoTコンソーシアム(FITCO)より
『第6回 ふくおかAI・IoT祭り in SRP』 一般参加者募集のご案内！【New!!】

【５】アグリコラボいとしま ワークショップ
「糸島農産物のブランド化と高付加価値化戦略」開催のご案内！【New!!】

【６】「福岡県ブロックチェーンフォーラム」を開催【オンライン同時配信】！【New!!】
～ライゾマティクス・ファウンダーの真鍋大度氏をはじめ、
ブロックチェーン業界のキーマンが福岡に集結!!～

【７】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!!】

【８】糸島市×九州大学×民間企業×金融機関 ＝一般社団法人
糸島サイエンス・ヴィレッジを実現する法人を設立！【New!!】

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

★OPACKからのお知らせ★
【１】「世界初！ＤＸ型研究発想法によるオープンイノベーション for ヘルステック」
シンポジウム開催！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学、九州大学病院、自治体、参画企業からメディカルデータなどのビッグデータの提供を受け、
異分野の研究者・企業人などが自由にディスカッションするオープンサイエンスプラットフォーム
（OSP）をご紹介します。
OSPは、分野を越えた社会価値の創造や今までにない新たな事業の気付きを得る世界初の取組みです。
産学連携ご担当者様、研究関連ご担当者様のご参加をお待ちしております。
今回はZOOMによるウェビナーも同時開催いたします。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2021年11月24日（水）
シンポジウム 13:30～16:30
名刺交換会 16:30～

◆場 所：日本橋ライフサイエンスビル ９階
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東京都中央区日本橋本町2-3-11

◆プログラム
〇主催者挨拶
(公財)九州大学学術研究都市推進機構 事務局長 石橋 義浩

〇基調講演
(一社)Japan Innovation Network 常務理事
兼 リンカーズ（株）顧問・Open Innovation Evangelist 松本 毅 氏

〇ＯＳＰのご紹介
九州大学大学院工学研究院教授 システム生命科学府長 片山 佳樹 氏

〇ＯＳＰ利用データのご紹介
・九州大学病院MICセンター センター長 中島 直樹 氏
・九州大学大学院医学研究院 准教授 福田 治久 氏
・株式会社Retail AI X データサイエンティスト 村山 賢一 氏
・九州大学大学院工学研究院 准教授 加藤幸一郎 氏

〇名刺交換会
※上記登壇者に加え、OSPに参画する下記九州大学の教授陣が参加します
・九州大学大学院工学研究院応用化学部門 教授 神谷 典穂 氏
・九州大学大学院工学研究院応用化学部門 教授 藤ヶ谷剛彦 氏
・九州大学大学院システム情報科学研究院
情報エレクトロニクス部門 教授 林 健司 氏
・九州大学先導物質化学研究所
ソフトマテリアル部門 教授 田中 賢 氏

◆会場定員：50名 ※ｚｏｏｍウェビナーの定員はありません。

◆参加費：無料

◆申込方法：会場・ウェビナー共、URLよりお申込みください。
https://www.opack.jp/events/detail/178

◆申込締切：11月19日（金） ※定員になり次第、締め切らせていただきます。

【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・産学官連携本部
【協賛】国立大学法人九州大学未来化学創造センター

・チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29827_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-ベトナム農学フォーラム ー 九州農業とベトナム農業の課題と未来 ー
開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
このウェビナーでは、九州大学、九州管内の農学系研究者および農業関連企業代表者と、
ベトナムの農学系研究者、中央省庁代表者および農業関連企業代表者が集うことにより、
ベトナム農業発展のためのニーズ＆シーズの情報交換を行うとともに将来的な連携体制・
共同研究体制の礎を築くことを目指します。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2021年11月5日（金） 15:00－18:30

◆場 所：Zoom（オンライン視聴）

◆内 容：https://www.agr.kyushu-u.ac.jp/tropic/pdf/2021forum_poster.pdf

◆対 象 者：どなたでもご参加いただけます
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◆定 員：500名

◆参 加 費：無料

◆申込期限：2021年11月4日（木）

◆申込方法：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6zGj1PNOQ1iIqBqP6QtZtQ

◆お問合せ先：九州大学熱帯農学研究センター
E-mail : ita-lab@agr.kyushu-u.ac.jp
Website : https://www.agr.kyushu-u.ac.jp/tropic/

・チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29828_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【３】九州大学アジア・オセアニア研究教育機構(Q-AOS) Brown Bag Seminar Series
第27回（キーワード：イスラーム）
第28回（キーワード：水素エネルギー）
第29回（キーワード：バイオハイドロメタラジー）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。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27回＞
◆タイトル：東南アジア社会におけるイスラームー「より」イスラーム的な生活をもとめて
◆日 時：2021年11月10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_vPxBK4Q5T_29U2jxZtoa9g
※申込期限11月10日（水）

＜第28回＞
◆タイトル：九大水素プロジェクト：脱炭素社会実現を目指して
◆日 時：2021年11月17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_NasJ-J3ARjGE2mgw2iz9TA
※申込期限11月17日（水）

＜第29回＞
◆タイトル：金回収をめざしたバイオテクノロジーと統合したメタラジー
◆日 時：2021年11月24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_pl2Bz6XzRJOJpLQg9ZwpDA
※申込期限11月24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。
◆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/
◆お問合せ先：九州大学Ｑ－ＡＯＳ事務局
TEL: 092-802-2603
Email: aoevent@jimu.kyushu-u.ac.jp
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・チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29829_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【４】福岡市IoTコンソーシアム(FITCO)より
『第6回 ふくおかAI・IoT祭り in SRP』 一般参加者募集のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
昨年度に引き続き、オンラインにて『第6回 ふくおかAI・IoT祭り in SRP』が開催されます！
DXに取り組む先進企業、そして有識者がAI・IoT・ビッグデータの最新活用事例や
ソリューションの紹介を行います。また今年は福岡エレコン交流会の活動と連携し、
エレコン交流会によるオンライン展示会が同時開催されます！
ここでしか得られない貴重な情報や人脈 ビジネスチャンスを探しにぜひご参加ください。
※開催プログラム、最新情報は特設HPをご覧ください。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2021年11月9日(火)～11月11日(木) 毎日13:00スタート

◆開催方法：SOILスタジオからオンライン配信

◆参加費：無料

◆お申込み・詳細：特設HP
https://www.fitco.jp/matsuri2021/
※一度お申込いただければ、すべてのオンライン配信をご覧いただけます。

◆テーマ：『デジタル変革で創り出す福岡 ～FDX = ふくおか×デジタル変革～』

◆お問合せ先：イベント事務局：
公益財団法人 九州先端科学技術研究所 担当：小嶌、清水まで
TEL:092-852-3450 e-mail：iot-f@isit.or.jp

・チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29830_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【５】アグリコラボいとしま ワークショップ
「糸島農産物のブランド化と高付加価値化戦略」開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
糸島産の農産物は全国的にも人気となっています。本ワークショップでは、さらに販路を
広げるために必要な農産物のブランド化,流通戦略や、良い素材を使った食品の製造と販売、
６次産業化を成功させる基礎となる、農産物に潜む危害や制度化されたHACCP（食品の総合
衛生管理手法）の考え方を取り入れた食品製造のポイントについてお話頂きます。
皆様の御参加をお待ちしております。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2021年11月13日（土）13時～16時（開場12時40分）

◆場 所：Zoom（オンライン視聴）
※視聴のためのネット環境のない方につきましては、定員50名に限り会場へ
お越しいただけます。参加可能な方のみ受付番号や会場等をご案内いたします。

◆内 容：第１部 「農産物の安全性確保と素材を生かした食の価値創出」
九州大学大学院農学研究院 教授 宮本 敬久氏
第２部 「糸島農産物のブランド化」
九州大学大学院農学研究院 准教授 森高 正博氏

※詳細はこちらをご覧ください。→ https://www.facebook.com/ac.itoshima

◆対 象 者：どなたでもご参加いただけます。

◆定 員：Zoom（オンライン視聴）100名 会場50名
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◆参 加 費：無料（事前申込必要）

◆申込期限：2021年11月10日（水）

◆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://form.run/@agurikoraboitoshima--1618368127

◆お問合せ先：九州大学農学部等総務課内アグリコラボいとしま担当 井上
TEL：092-802-4700 e-mail：ito-office@agr.kyushu-u.ac.jp

・チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29831_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【６】「福岡県ブロックチェーンフォーラム」を開催【オンライン同時配信】！【New!!】
～ライゾマティクス・ファウンダーの真鍋大度氏をはじめ、
ブロックチェーン業界のキーマンが福岡に集結!!～
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
高い安全性を保ちながら、低コストでシステム運用できるデジタル技術としてブロックチェーンが
注目されており、様々な分野での活用が期待されています。
こうした流れを受け、11月15日（月）、グランドハイアット福岡にて、ブロックチェーンに
対する認知度向上や導入促進を目的としたフォーラムを開催します。
当日は、「アート」「食品」の２つの領域におけるブロックチェーン導入の可能性を語るトーク
セッションのほか、県内大学生によるブロックチェーンアプリのプレゼンも用意。
日本を代表するクリエイティブ集団、ライゾマティクス創業者の真鍋大度氏をはじめ、ミスビット
コインとして著名な藤本 真衣氏、ブロックチェーン専門メディア「あたらしい経済」編集長の
設楽悠介氏など、業界のトップランナーが集結するまたとない機会ですので、ぜひご参加ください。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：：令和3年11月15日（月）14:00～16:20（開場13:00）

◆場 所：：グランドハイアット福岡（福岡市博多区住吉1-2-82）

◆内 容：
1.開会挨拶（14:00～14:10）
福岡県知事 服部 誠太郎
飯塚市長 片峯 誠

2.セッション（14:15～16:20）

【セッション１】
ブロックチェーン×アート（14:15～15:30）
「NFTが創る新たな世界 ～デジタルデータ革命「NFT」とは何か～」
・ライゾマティクス・ファウンダー、アーティスト、インタラクションデザイナー、
プログラマ、DJ 真鍋 大度 氏
・株式会社グラコネ 代表取締役 藤本 真衣 氏
・スタートバーン株式会社 代表取締役 施井 泰平氏

～休憩～（15:05～15:30）
※休憩時間中に県内に立地する九州工業大学、近畿大学の学生によるブロックチェーン
アプリやビジネスモデルのプレゼンテーションを実施します！

【セッション２】
ブロックチェーン×食品（15:30～16:20）
「ブロックチェーンが切り拓く食の安全・安心の実現」
・株式会社幻冬舎 「あたらしい経済」編集長 設楽 悠介氏
・株式会社chaintope 代表取締役CEO 正田 英樹氏

◆対 象 者：ブロックチェーンに関心がある皆様（企業、個人、エンジニア、学生など）
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◆定 員：150名

◆参 加 費：無料

◆申込期限：令和3年11月12日（金）17:00

◆申込方法：こちらのウェブサイトよりお申し込みください。
http://www.digitalfukuoka.jp/events/247

◆お問合せ先：福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議
（福岡県商工部新産業振興課内 デジタル産業班）
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
TEL：092-643-3453
FAX：092-643-3421
MAIL：info@f-ruby.com
※TEL受付時間は、10：00～17：00（土日・祝祭日を除く）とさせていただきます。

・チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29832_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【７】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（水）に
特別選抜入試説明会を開催致します。在校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。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：令和３年12月1日（水）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）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/facility/external/hakata/

◆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．在校生による講演
講師：18期生 原 美咲氏
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/9412

◆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：先着順（会場は15名程度、オンラインは100名程度）

◆参 加 費：無料

◆申込期限：令和3年12月1日（水）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
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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★
【８】糸島市×九州大学×民間企業×金融機関 ＝一般社団法人
糸島サイエンス・ヴィレッジを実現する法人を設立！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
10月１日に、糸島市と九州大学や民間企業、金融機関が一体となって「糸島サイエンス・
ヴィレッジ」を実現するため、一般社団法人ＳＶＩ推進協議会を設立しました。
当法人は、九州大学が持つ知的資源をベースに、広く新しい技術等を実用化・事業化に
つなげるため、九州大学の周辺地域に企業や研究所の立地を促進し、地域内外の研究者や
民間事業者、学生、さらには地元住民等が交流する知的創造・研究交流拠点「糸島サイエンス・
ヴィレッジ」の中核組織となります。
この「ヴィレッジ」を九州大学伊都キャンパス周辺に創出し、国際ホテル等が立地した
「国際村構想」のエリアと連携しながら、地域活力の創出を図り、グローバルに永続的な発展を
続ける学術研究都市の構築をめざします。詳細は別紙資料をご覧ください。今後進捗があれば、
随時情報を発信していきます。
--------------------------------------------------------------------------------
◆お問合せ先：糸島市企画部ブランド・学研都市推進課
住所：〒819-1192 福岡県糸島市前原西1-1-1
電話：092-332-2079 アドレス：bra-gaku@city.itoshima.lg.jp

・資料 ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29834_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

◆新規のご登録はこちらから
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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