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★【1】3月17日（金）開催
九州大学
BINDS－SCARDAジョイントシンポジウム

★【2】3月21日（火・祝）開催
PARKS DemoDay（成果発表会） 2023 のご案内

★【3】3月29日（水）開催
サイエンスカフェ@九大新町〔ISIT〕
「プラスチックリサイクルをしつこく考えてみる」

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃１┃ 九州大学
┃ ┃ BINDS－SCARDAジョイントシンポジウム
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆概要◆
九州大学では、九州大学感染症研究拠点を発足し、感染症に対する総合的な研究プラット
フォームの構築に全学体制で望んでいます。特に、公的研究機関への期待が大きい社会実装
を見据えた純国産の治療薬、ワクチン、体外診断薬の開発・生産基盤を整備することを目的
としたグリーンファルマ創薬構造解析の推進、ワクチン生産モダリティとしての世界トップ
レベルのカイコバイオリソースと昆虫工場、多階層オミクス研究などに取り組むことにより、
九大の強みを活かした総合知を創出し、感染症が関連する社会的課題の解決を目指していま
す。
本シンポジウムでは、キックオフとしてBINDS－SCARDAジョイントシンポジウムを企画
しました。２つのプロジェクトの概要および取組事項を紹介するとともに、学外からお招き
した登壇者の方々の講演を通じて、研究内容の相互把握、意見交換、新たな異分野融合研究
の可能性の探索を行います。
---------------------------------------------------------------------
◆日時◆ 2023年3月17日（金）14時00分～17時30分

◆場所◆ 九州大学病院キャンパス、薬学研究院1号館5階第一講堂／オンライン配信

◆内容◆ こちらのチラシをご覧ください。
http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/lab/iscec/wordpress/newevent/

◆対象者◆ 九州大学教職員、学生、企業・研究者、地域・一般
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◆定員◆ 会場参加 80名（先着順とさせていただきます）

◆参加費◆ 無料

◆申込方法◆ 申込手続きはありません。
会場参加の方は、直接お越しください。
オンライン参加をご希望の方は、下記配信用URLよりご入室ください。
事前申し込み等は不要です。
https://us06web.zoom.us/j/89839313560?pwd=MFFDWUZ6RUVaYUx4clRpdXlwbEY3UT09

◆申込期限◆ なし

◆問い合わせ◆
九州大学大学院 農学研究院
昆虫科学・新産業創生研究センター
〒819-0395 福岡市西区元岡744
［TEL］092-802-4578
［E-mail］ mori.motoharu.009@m.kyushu-u.ac.jp

・シンホ�シ�ウムチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30755_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃２┃ PARKS DemoDay（成果発表会） 2023 のご案内
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆概要◆
この度、九州・沖縄の15 大学と株式会社FFG ベンチャービジネスパートナーズが共同
で運営する大学発ベンチャー創出支援プラットフォーム【PARKS】は、参画大学が保有す
る技術シーズの事業構想を発表するDemoDay（成果発表会）を以下概要で開催する運びと
なりましたのでご案内いたします。
当日は各チームによるビジネスプランピッチに加え、研究者と直接交流することができ
るポスターセッション（会場のみ）も実施いたしますので、是非会場に足を運んでいただ
けますと幸いです。皆様のご来場をお待ちしております。
---------------------------------------------------------------------
〇開催趣旨
九州大学・九州工業大学を中心とする九州・沖縄の 15 大学と株式会社FFG ベンチャー
ビジネスパートナーズは「JST 大学発新産業創出プログラム（START）大学・エコシステ
ム推進型 スタートアップ・エコシステム形成支援」の採択を受け、オール九州・沖縄一体
でアジアとつながるスタートアップ・エコシステムを創出することを目指し
Platform for All Regions of Kyushu & Okinawa for Startup-ecosystem（PARKS_パークス）
を設立しました。
本DemoDay では、プラットフォーム内で運営するギャップファンドに採択された技術
シーズの事業化を目指す27 チームが、半年間の活動成果として顧客検証の結果と事業構想を
ビジネスプランピッチとして発表いたします。

〇プラットフォームの概要
Platform for All Regions of Kyushu & Okinawa for Startup-ecosystem（PARKS）
https://www.jst.go.jp/start/file/project/su-ecosys_platform_parks.pdf

〇採択課題の概要
・研究課題一覧
https://www.jst.go.jp/start/file/project/su-ecosys_list_parks.pdf
・各研究開発課題の概要図
https://www.jst.go.jp/start/file/project/su-ecosys_p_parks.pdf

〇START（大学・エコシステム推進型スタートアップ・エコシステム形成支援）
「大学発新産業創出プログラム（START）大学・エコシステム推進型 スタートアップ・
エコシステム形成支援」は大学から生まれる優れた技術シーズの実用化やアントレプレナー
シップを有する人材の育成を強力に支援し、コロナ後の社会変革や社会課題解決に繋がる
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社会的インパクトの大きいスタートアップが持続的に創出される体制を構築することを目
指す科学技術振興機構（JST）のプログラムです。
https://www.jst.go.jp/start/su-ecosys/index.html
--------------------------------------------------------------------
◆日時◆ 令和5年3月21日（火・祝） 10時00分～17時30分

◆場所◆ TKP ガーデンシティPREMIUM 天神スカイホール
福岡県福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館 16 階
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-tenjin-skyhall/access/
オンライン配信あり※

◆参加費◆ 無料（事前申込が必要です）

◆内容◆ ※変更となる場合がございます。
タイムライン
10時00分 開会・ご挨拶
10時20分 PARKS の取組紹介
10時50分 研究課題ピッチ（10 課題）
13時00分 研究課題ピッチ（17 課題）
15時20分 トークセッション
16時50分 ネットワーキング
17時20分 閉会挨拶（17:30 終了予定）

◆対象者◆ ・新技術や産学連携に関心のある企業関係者
・自治体、支援機関などのスタートアップ支援担当者
・ベンチャーキャピタルなどの投資家

◆定員◆ なし

◆申込方法◆ 以下の申込みフォームよりお申込みいただけます。
https://forms.gle/KRcx13QT1HUCbXpo7

◆申込期限◆ なし

◆問い合わせ◆ PARKS DemoDay 運営事務局
Mail: info@start-kyushu.com
HP: https://www.parks-startup.jp/

・PARKS DemoDay 2023チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30756_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃３┃ サイエンスカフェ＠九大新町〔ISIT〕
┃ ┃ 「プラスチックリサイクルをしつこく考えてみる」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆概要◆
今回“シリーズ資源”として、誰もが無関係でいることが難しくなりました地球環境や食
料・エネルギーなどの課題に幅広くスポットをあて話題提供をいたします。
昨年4月にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（プラ新法）が始まった。
コロナ流行真っ只中の2020年7月にレジ袋の有料化が始まっていたのに、なにが「新」な
のか？バイオプラスチックのレジ袋は無料でもらえるけど、あれは分解して海洋ゴミにな
らないの？町のルールで一生懸命ペットボトルやプラスチックを分別しているけど、その
後はどうなっているか？古い冷蔵庫を捨てる時リサイクル料というのを取られるけど・・・
などなどにつきしつこく考えてみたいと思います。身近でありながら、中身がいまひとつ
見えないプラスチックリサイクルについて、リサイクル技術の進歩を通して紹介します。
その後、違う専門・異分野の視点からのコメント等も交えながら、自由に討論・意見交
換を行います。どうぞお気軽にご参加ください。
---------------------------------------------------------------------
◆日時◆ 2023年3月29日（水）16時00分～17時00分

◆場所◆ 福岡市産学連携交流センター（FiaS）交流ホール
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（オンライン併用）

◆内容（話題提供）◆
公益財団法人九州先端科学技術研究所 産学官共創推進室 河済 博文 特別研究員

＜意見交換＞

話題提供の後に、違う専門・異分野の視点からのコメント等も交えながら、自由
に討論・意見交換する時間を設けます。

◆対象者◆ 近隣学生、九大教職員、企業職員（FiaS・いとLAB＋入居者等）、一般市民

◆定員◆ 30名程度

◆参加費◆ 無料

◆申込方法◆ 参加希望の方は、3月27日（月）までに登録用URLまたは二次元コードよ
りお申し込みください。
【登録用URL】https://www.isit.or.jp/blog/scicafe_shin/

会場参加の方は、開始時刻までにFiaS交流ホールにお越し下さい。
【アクセス】 http://sangaku-center.city.fukuoka.lg.jp/access.html

オンライン参加の方には、前日までにオンライン（Zoom）接続情報をお送
りします。

◆問い合わせ◆
九州先端科学技術研究所〔ISIT〕産学官共創支援部
［TEL］092-805-3810
［E-mail］ scicafe@isit.or.jp

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30757_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、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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