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★【１】１１月１０日開催
九州大学創立111周年記念事業 VISION EXPO 【更新情報あり！】
2022年度 九州大学オープンイノベーションワークショップ

★【２】１０月２４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
第２回公開シンポジウム
「和牛輸出に関する現状と課題～多様化する市場ニーズと和牛の輸出拡大～」

★【３】化学物質評価研究機構（CERI） 寄付講座
九州大学 大学院工学研究院 応用化学部門
「先端分子材料化学～設計、構造・物性、機能からデバイスまで～」

★【４】１１月６日開催
令和4年度 九州大学 公開講座
「人工知能がもたらす九州の未来社会」

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃１┃ 九州大学創立111周年記念事業 VISION EXPO【更新情報あり！】
┃ ┃ 2022年度 九州大学オープンイノベーションワークショップ開催について
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆概要◆
九州大学では、このたび、創立111周年記念VISION EXPO（ https://expo.kyushu-u.ac.jp/ ）
の一環として、「2022年度九州大学オープンイノベーションワークショップ～伊都キャンパス
から新たな知の共創へ～」を開催し、OPACKは共催することとしています。

本ワークショップでは、九州大学がもつ様々な総合知と展開可能性を広く共有するとともに、
本学における優れた産学官連携実績を有する研究者と、産学連携を推進する企業からの取り組み
紹介を通じて、イノベーションの実現に向けた円滑な産学官連携活動を行うためのエッセンスを
ご紹介いたします。

また、ポスターセッションでは、本学の社会的課題解決に向けたエントリポイントである「脱
炭素」「医療・健康」「環境・食料」をはじめとした先端研究と、企業の取り組みのご紹介など
による多方面でのパートナーシップ構築の場の提供による多様な関係性構築の可能性を探ります。

＜ポスターセッション 九州大学等発表者・発表企業一覧＞
発表者の情報については、2022年度 九州大学オープンイノベーションワークショップのウェブ
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サイト（ https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/topics/index.php?code=166&cat=2 ）の「本学のポスター
発表予定の研究者の一覧はこちら」、または以下のリンク先をご覧ください。
https://share.iii.kyushu-u.ac.jp/public/v_4PgwoIu3r1MbyhBHfqX3qW4UXv5Yu0otxhLbxgJl64

〇お申し込みは、下記のフォームよりお申込みください。
https://forms.gle/bTvyyLApmJUuqcsg7

＜申込期限＞
ワークショップ参加希望者【2022年11月1日（火）】まで

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
〇2022年度 九州大学オープンイノベーションワークショップ（九州大学ウェブサイト）
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/topics/index.php?code=166&cat=2
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
◆日時◆ 令和4年11月10日（木）10:00～15:30（予定）

◆場所◆ 九州大学 伊都キャンパス 椎木講堂（コンサートホール、ガレリア）
http://shiiki-hall.kyushu-u.ac.jp/access/
◆内容◆
第１部 10:00～11:30（予定）
① あいさつ 国立大学法人九州大学 総長 石橋 達朗
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構貫 理事長 貫 正義
② 産学官連携活動特別表彰
③ 表彰者及び連携企業による記念講演
～イノベーションの実現に向けた優れた産学官連携活動のモデル事例を紹介～
記念講演演題（順次ウェブサイトにてご案内予定）
-学内研究者より
医学研究院
主幹教授 赤司 浩一
演題「 （調整中） 」

工学研究院／カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
主幹教授 石原 達己
演題「産学連携が導いた新しい研究への取り組み」

-連携企業より
三井化学株式会社 研究開発本部 未来技術創生センター 理事・
九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
三井化学カーボンニュートラル研究センター長 高井 敏浩
演題「三井化学カーボンニュートラルセンターの設立」

第２部 13:30～15:30（予定）
④ 九州大学学術研究都市の紹介
⑤ ポスターセッション
～企業の取組みの紹介及び大学の研究シーズからのポスター発表～
https://share.iii.kyushu-u.ac.jp/public/v_4PgwoIu3r1MbyhBHfqX3qW4UXv5Yu0otxhLbxgJl64

◆対象者◆ 民間機関等の方、大学関係者、学生など、どなたでも参加可能
◆参加費◆ 無料
◆申込方法◆ 以下の申込フォームより、お申込みください。
https://forms.gle/bTvyyLApmJUuqcsg7

◆車での来場◆
当日、車での来場をご希望の方は、伊都キャンパス・中央東ゲートの入構ゲートの
インターフォンで「オープンイノベーションワークショップへ参加する」旨をお伝え
ください。入構手続き、入構料(300円)は不要です。
イーストゾーン東エリアの駐車場をご利用ください（椎木講堂西側及びウエスト
ゾーンの駐車場はご利用になれませんのでご注意ください）。

伊都キャンパスマップ（駐車場案内付き）
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https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/_cms_dir/uploads/2022/10/ITO_cmapus_map.pdf

◆問い合わせ◆ 九州大学オープンイノベーションプラットフォーム
TEL：092-802-5127 E-mail：entry@airimaq.kyushu-u.ac.jp

・ワークショップチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30414_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃ ┃ 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
┃２┃ 第２回公開シンポジウム
┃ ┃ 「和牛輸出に関する現状と課題～多様化する市場ニーズと和牛の輸出拡大～」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆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・社会課題解決や事業化を目指
して取り組んでおります。
この度、国の輸出重点品目のひとつである牛肉輸出について産学官の各分野から話題提
供いただき、輸出拡大における課題解決に向けて議論する公開シンポジウムを以下のとお
り開催いたします。
---------------------------------------------------------------------
◆日時◆ 令和４年１０月２４日（月）公開シンポジウム １５：００～１８：００
名刺交換会 １８：００～
※参加費無料
※Ｚｏｏｍによるオンライン配信 同時開催

◆場所◆ 西鉄グランドホテル ２階 プレジールＡ
（福岡市中央区大名二丁目６－６０）
◆内容◆
【話題提供１】「世界における和牛の消費動向について」
アトム株式会社 代表取締役 花田 利喜 氏
【話題提供２】「和牛生産の現状と課題」
鹿児島大学 農学部 農業生産科学科 教授 後藤 貴文 氏
【話題提供３】「牛肉の輸出をめぐる情勢と輸出戦略について」
農林水産省畜産局食肉鶏卵課食肉受給対策室 課長補佐 伴 光 氏
【パネルディスカッション】
「牛肉の輸出拡大に関する課題について」
ファシリテータ プラットフォームコーディネートユニット
（九州大学大学院 農学研究院 助教） 房 賢貞
パネリスト 九州大学大学院 農学研究院 准教授 森高 正博 氏
アトム株式会社 代表取締役 花田 利喜 氏
鹿児島大学 農学部 農業生産科学科 教授 後藤 貴文 氏
農林水産省畜産局食肉鶏卵課食肉受給対策室 課長補佐 伴 光 氏

〔主催〕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
〔協力〕公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構、一般社団法人九州経済連合会
九州大学オープンイノベーションプラットフォーム
〔後援〕公益財団法人九州経済調査協会

◆定員◆ ５０名 ※事前申込が必要です

◆参加費◆ 無料

◆申込方法◆ 以下のＵＲＬからお申し込みください
https://www.agr.kyushu-u.ac.jp/̃a2b-platform/topics/view/29

◆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
公益財団法人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
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・シンポジウムチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30415_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃ ┃ 化学物質評価研究機構（CERI） 寄付講座 【後期】
┃３┃ 九州大学 大学院工学研究院 応用化学部門
┃ ┃ 「先端分子材料化学～設計、構造・物性、機能からデバイスまで～」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆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
講座です。同部門では、研究成果のトランスレーションを通して、環境と調和した豊かな
人間生活を実現する未来都市の創出を目的に、日々、未来化学技術の開発や実証を行って
います。この講座では、シーズの発信や情報交換などを行います。
---------------------------------------------------------------------
◆日時◆
【後期講座（全７回）】２０２２年１０月８日（土）～１１月２６日（土）
*各日13:00～14:30、14:40～16:10の2コマ
＊１コマのみの受講も可能

◆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
◆内容◆
下記URLをご覧ください
http://www.cstf.kyushu-u.ac.jp/japanese_news/archives/96

◆参加費◆ 無料
◆申込方法◆ 会社名・参加者名・連絡先（℡、e-mail）・受講希望日などの必要事項を
明記して、下記担当者へ電話かメールでお申込みください。

◆問い合わせ◆ 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

・寄附講座チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30416_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃４┃ 令和4年度 九州大学 公開講座
┃ ┃ 「人工知能がもたらす九州の未来社会」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆概要◆
九州大学システム情報科学研究院では、最先端の人工知能の開発・応用研究を活発に行
っています。この講座では、人工知能の導入と応用を解説し、人工知能の活躍する未来社
会に関して議論します。一緒に九州の未来社会を想像し、実現に向けて、コラボレーショ
ンの可能性を切り拓きましょう。
---------------------------------------------------------------------
◆日時◆ 2022年11月6日（日）14：00～16：00
◆場所◆ JR博多シティ10階 大会議室（福岡市博多区博多駅中央街１－１）
◆内容◆ 講師：Vasconcellos Vargas Danilo准教授
（九州大学システム情報科学研究院情報学部門）
◆対象者◆ どなたでも参加可能
◆定員◆ 先着100名
◆参加費◆ 無料

◆申込方法◆
※お申込みは以下の登録フォームよりお願い致します。
▼参加申込フォーム
https://forms.gle/6gHebPG5V3ZuKoxK8
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◆問い合わせ◆
担当：Vasconcellos Vargas Danilo
電話：092-802-3809
Mail：vargas@inf.kyushu-u.ac.jp
※日本語での問い合わせ可

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

または、下記へお問い合わせください。
info@opack.jp

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