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ＯＰＡＣＫホームページ<https://www.opack.jp/＞内の「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。

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

*・。*・。*・。*・。*・。*・。ＯＰＡＣＫからお知らせ*・。*・。*・*・。*・。*・。。

【１】７月１４日開催
農林水産物の輸出促進研究開発プラットフォーム＠九州・沖縄キャラバン シリーズ１
輸出用サツマイモを守れ！九州基腐病対策研究会 ～第２回「基腐病を診る」～

*・。*・。*・。*・。*・。*・九大学研都市に関する団体・機関からお知らせ*・。*・。*・。*・。*・。*・

【１】７月６日・１３日・２０日・２７日開催
九州大学アジア・オセアニア研究教育機構(Ｑ－ＡＱＵＯ)
「Brown Bag Seminar Series～第５６回・第５７回・第５８回・第５９回～」

【２】７月８日開催
水素ビジネス参入セミナー in エコテクノ２０２２

【３】７月１３日開催
九州大学 人社系協働研究・教育コモンズ オムニバスセッション「知の形成史＃３」

【４】７月１３日開催
令和４年度・外国人留学生等の地元企業就職支援事業 「外国人留学生・企業との交流会」

【５】７月２２日開催
福岡県工業技術センタークラブ 先端技術シンポジウム

【６】８月３日・９月１０日開催
九州大学ビジネス・スクール～ＱＢＳ博多・大学説明会、オープンキャンパス開催

*・。*・。*・。*・。*・。*・。ＯＰＡＣＫからお知らせ*・。*・。*・*・。*・。*・。

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃ ┃ 農林水産物の輸出促進研究開発プラットフォーム＠九州・沖縄キャラバン シリーズ１
┃１┃ 輸出用サツマイモを守れ！九州基腐病対策研究会
┃ ┃ ～第２回「基腐病を診る」～
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
農林水産物の輸出促進研究開発プラットフォーム＠九州・沖縄は、ＯＰＡＣＫが事務局として
運営しており、農林水産物の輸出拡大に向けた地域課題解決のため、複数の研究テーマを取り上
げ、事業化を目指して取り組むこととしております。
シリーズ１として南九州地域で深刻化している「サツマイモ基腐病」をテーマに、６月に宮崎
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で開催しました第１回交流会を踏まえ、第２回「基腐病を診る」をオンライン配信にて開催いた
します。つきましては、基腐病の診断技術や感染調査の知見を植物病理学の研究者から解説して
いただき、みなさまと双方向で意見交換し、基腐病対策の新しい視点を見つけていきたいと考え
ておりますので、多数のご参加をお待ちいたしております。

---------------------------------------------------------------------

◆内容◆ ①講演 「サツマイモ基腐病菌の分離・培養と診断」
宮崎大学農学部植物生産環境科学科 教授 竹下稔 氏
②意見交換
◆日時◆ ７月１４日（木） １５：００～１７：００
◆形式◆ オンライン（Zoom）
◆定員◆ ５０名（事前申込が必要です）
◆参加費◆ 無料
◆申込期限◆ ７月１２日（火）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬからお申し込みください
https://www.agr.kyushu-u.ac.jp/̃a2b-platform/topics
◆問い合わせ◆
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 運営事務局
（公財）九州大学学術研究都市推進機構 担当：田代
ＴＥＬ：０９２-８０５-３６７７ Ｅ-mail：info-qpf.2nd@agr.kyushu-u.ac.jp

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30201_file.pdf

*・。*・。*・*・。*・。*・。九大学研都市に関する団体・機関からお知らせ*・。*・。*・*・。*・。*・。

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃ ┃ 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５６回『祭りと病―時代祭の誕生』
┃１┃ 第５７回『「支援する／される」からの脱却
┃ ┃ -障害・認知症ケアの場における共創的アート活動の可能性-』
┃ ┃ 第５８回『機械翻訳の進化と語学教育』
┃ ┃ 第５９回『アクセプタンス＆コミットメント・セラピー（アクト）と京都学派
┃ ┃ ：森昭と人格の四つの層』
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
九州大学アジア・オセアニア研究教育機構（Q-AOS）は、毎週水曜日のランチタイムに
「Brown Bag Seminar Series」を開催しています。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広め、異分野研究ネットワーク・交流の機となる場を
提供する催しです。途中参加・退室もＯＫ！

---------------------------------------------------------------------

＜各回共通＞
◆形式◆ オンライン（Zoom Webinar）
◆言語◆ 日本語・英語 （同時通訳あり。スライドやポスターも日英２言語対応）
◆定員◆ ５００名 ◆対象者◆ どなたでも参加可能 ◆参加費◆ 無料
◆詳細◆ 下記ＵＲＬをご覧ください
https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/
◆問い合わせ◆九州大学ＩＱ支援室
TEL：０９２-８０２-２６０３ Email：iq-kenkyu@jimu.kyushu-u.ac.jp

─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・

＜第５６回＞
◆日時◆ ７月６日（水） １２：１０～１２：５０
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◆タイトル◆ 『祭りと病―時代祭の誕生』（＊キーワード／ 平安神宮 / 祭 / 病 / 明治時代 ）
◆登壇者◆ エレン・ヴァン・フーテム 准教授（人文科学研究院 哲学部門）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_Fi7-530hRye75IBcfaYuHA

─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・

＜第５７回＞
◆日時◆ ７月１３日（水） １２：１０～１２：５０
◆タイトル◆ 『「支援する／される」からの脱却
- 障害・認知症ケアの場における共創的アート活動の可能性-』
◆登壇者◆ 中村美亜 准教授 （芸術工学研究院 コミュニケーションデザイン科学部門）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_yTytH8UPR72idPbJMMKEIg

─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・

＜第５８回＞
◆日時◆ ７月２０日（水） １２：１０～１２：５０
◆タイトル◆ 『機械翻訳の進化と語学教育』 （＊キーワード／機械翻訳/ 英語教育/ DeepL）
◆登壇者◆ 内田諭 准教授（言語文化研究院 言語環境学部門・共創学部）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_5jBN5YWqSpakZ5VAL6bFfw

─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・

＜第５９回＞
◆日時◆ ７月２７日（水） １２：１０～１２：５０
◆タイトル◆ 『アクセプタンス＆コミットメント・セラピー（アクト）と京都学派
：森昭と人格の四つの層』
◆登壇者◆ 瀬平劉 アントン 准教授（基幹教育院 人文社会科学部門）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_p8GYTaRvQb-RkfoI5B-xIw

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30202_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃２┃ 水素ビジネス参入セミナーin エコテクノ２０２２
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
水素は、国が策定したグリーン成長戦略において、カーボンニュートラル社会のキーテクノロジー
とされており、関連する技術開発が加速しています。市場拡大が期待される水素関連産業への県内
企業の参入を促進するため、「水素発生装置」「メタネーション」「燃料電池」をテーマに、関連
機器の構造や技術ニーズについてメーカーが直接、紹介します。

---------------------------------------------------------------------

◆内容◆
「水素・燃料電池分野の最新動向」
福岡水素エネルギー戦略会議 技術アドバイザー 大仲英巳氏
「脱酸素社会に向けた日立造船の取り組み～水素発生装置・メタネーション技術のご紹介～」
日立造船株式会社 吉田哲也氏
「パナソニック純水素燃料電池の取組みと技術ニーズの紹介」
パナソニック株式会社・エレクトリックワークス社 佐野秀治氏

◆日時◆ ７月８日（金） １３：３０～１６：４０
◆会場◆ 西日本総合展示場（北九州市小倉北区浅野３-８-１）
◆形式◆ 会場とオンライン
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◆定員◆ 会場：３０名 オンライン：２５０名
◆対象者◆ 水素・燃料電池関連分野等への参入に興味を持つ企業等
◆参加費◆ 無料
◆申込期限◆ ７月１日（金）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬ内の「申込フォーム」からお申し込み下さい
http://www.f-suiso.jp/info/19331.html

◆問い合わせ◆
福岡水素エネルギー戦略会議（福岡県商工部自動車・水素産業振興課内）
ＴＥＬ：０９２-６４３-３４４８ ＦＡＸ：０９２-６４３-３８４７
Email：info@f-suiso.jp

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30203_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃３┃ 九州大学 人社系協働研究・教育コモンズ オムニバスセッション「知の形成史＃３」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
「知の形成史」の第３回目となる今回は、経済学研究院から荒木啓充先生を講師に招き、「昆虫食」
についてお話を聞きます。このシンポジウムは九州大学創立１１１周年記念VISION-EXPOにおける
科学・コミュニケーション推進グループ企画「『みせる』九大の総合知プロジェクト～『海』と
『食』～」の一環で実施されている企画のひとつです。

---------------------------------------------------------------------

◆内容◆
「食資源としての昆虫 ～昆虫の新たな価値創造～」
＊詳細は下記URLをご覧ください
http://commons.kyushu-u.ac.jp/collaborative/event_13.html

◆日時◆ ７月１３日（水） １４：５０～１６：２０
◆形式◆ オンライン（Zoom）
◆登壇者◆ 荒木啓充（九州大学経済学研究院助教 産業マネジメント部門）
◆対象者◆ 一般・学生
◆定員◆ 制限なし
◆参加費◆ 無料
◆申込期限◆ ７月１１日（月）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬ内の「申込フォーム」からお申し込み下さい
http://commons.kyushu-u.ac.jp/collaborative/event_13.html

◆問い合わせ◆
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
http://commons.kyushu-u.ac.jp/

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30204_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃４┃ 令和４年度・外国人留学生等の地元企業就職支援事業 「外国人留学生・企業との交流会」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
福岡市では、留学生と地場企業をマッチングしてインターンシップを実施する、留学生支援事業を
行っています。同事業の一環として今月は、外国人留学生に対し、各社が説明会を行う「外国人留
学生・企業との交流会」をＷＥＢで開催。さらに、各社ブース（ブレイクアウトルーム）に分かれ
て、留学生との交流会が行われます。（＊今回、参加する留学生は、今年４・５月に福岡市で行っ
た面接通過者のみ）
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---------------------------------------------------------------------

◆日時◆ ７月１３日（水） １３：３０～１６：００
◆形式◆ オンライン（Zoom）
◆対象者◆ 福岡市内に本社または拠点のある企業の経営者・人事担当者
◆参加費◆ 無料
◆詳細・参加申込◆ 下記ＵＲＬをご覧ください
https://fukuoka-ryugakusei-recruit.com

◆問い合わせ◆
リクルーティング・パートナーズ株式会社（運営事務局）
TEL：０９２-４００-３１４０
Email：fukuokashi_ryugakusei@3140pa.com
（メールタイトルは「外国人留学生・企業との交流会」と記入すること）

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃５┃ 福岡県工業技術センタークラブ 先端技術シンポジウム
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
地場企業と福岡県工業技術センターとの技術開発促進を目的に活動する、福岡県工業技術センター
クラブによる先端技術シンポジウム。特別講演をはじめ、会員企業と工業技術センターとの共同製
品開発事例発表などが行われます。「矢部川電気工業＆化学繊維研究所」の発表では、九州大学の
佐々木一成先生のシーズをもとに、水素ガス中の微量不純物ガスをオンラインで計測する装置の開
発についての発表が行われます。

---------------------------------------------------------------------

◆内容◆
〇特別講演
「金型屋二代目が語る 中小企業がDX、カーボンニュートラルに立ち向かうためのコツ」
～デジタル化と省エネで会社価値１円を１０億円にした奮闘記～
（株）シムックスイニシアティブ 代表取締役ＣＥＯ 中島高英 氏

〇会員企業と工業技術センターとの共同製品開発事例発表
〇特別会員からの支援メニュー紹介 〇ポスター発表 〇交流会 ほか

◆日時◆ ７月２２日（金）１３：３０～１９：００
◆会場◆ 福岡リーセントホテル （福岡市東区箱崎2-52-1）
◆形式◆ 会場とオンライン
◆定員◆ 会場：１００名 オンライン：２００名
◆対象者◆ 福岡県内の製造業及び関連支援機関
◆参加費◆ 無料（交流会は１人２０００円）
◆申込期限◆ ７月１５日（金）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬ内の「申込フォーム」からお申し込み下さい
https://www.fitc.pref.fukuoka.jp/center_club/club.htm

◆問い合わせ◆
福岡県工業技術センタークラブ事務局 担当：大﨑・吉村
ＴＥＬ：092-925-7400 ＦＡＸ： 092-925-7724
e-mail: c.club@fitc.pref.fukuoka.jp
https://www.fitc.pref.fukuoka.jp/center_club/club.htm

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30206_file.pdf
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┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）の大学説明会とオープンキャンパスが、それぞれ８・９月に
開催されます。今回の対象は２０２３年４月の入学希望者。同校の概要説明をはじめ、現役の教授に
よる模擬講義、修了生・在校生のリアルな声を聞くことができる「学生の声を聞く」など、同校の魅
力を体感できるプログラムが満載です。＊両日ともZoomの同時配信あり。

---------------------------------------------------------------------

◆内容◆
〇九州大学ビジネス・スクールの特徴および入試概要について
〇模擬講義 ８月：「消費者心理から学ぶマーケティング」 広垣光紀 准教授
９月：「企業不祥事はなぜ起きるのか？
～企業不祥事の発生メカニズム～」 平野琢 講師
〇在校生＆修了生の声を聞く
〇質疑応答
〇キャンパスツアー（９月１０日のみ）

◆日時◆
【第２回ＱＢＳ博多説明会】 ８月３日（水） １９：００～２１：１０
【オープンキャンパス】 ９月１０日（土）１４：００～１６：１０
◆会場◆
【第２回ＱＢＳ博多説明会】JR博多シティ１０Ｆ 大会議室（ABCD)
【オープンキャンパス】九州大学伊都キャンパス イースト２号館D１０５教室
◆形式◆ 会場とZoom
◆対象者◆
①出願時に企業・官公庁などにおいて、原則として2年以上の実務経験を有する社会人
②出願時に大学又は大学院に在学する者（若干名）
◆定員◆ 両日、共に約１２０名（オンライン参加者含む）
◆参加費◆ 無料
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬ内の「申込フォーム」からお申し込み下さい
https://qbs.kyushu-u.ac.jp/news/9497
◆問い合わせ◆
ＱＢＳ支援室 Email：qbs@econ.kyushu-u.ac.jp

■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*□*■*■*□*
■*□*■*■*■*□*■*□*■
* 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、などは下記URLをご参照ください。
https://www.opack.jp/users/delete
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または、下記へお問い合わせください。
info@opack.jp

■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*■*□*■*□*■
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