平成３０年４月９日

地域共同テクノセンターだより NO.56

地域共同テクノセンター

日頃より当センターの活動にご協力頂きまして有難うございます。
今年度も当センターの活動にご理解と、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
平成２９年１０月から平成３０年３月までの活動概要をお知らせ致します。

１．産学関係
（１）特別講演
１０月４日本校視聴覚室にて、Silicon ValleyJapan Business Consulting CEO マーク加藤氏に
よる特別講演『シリコンバレーに学ぶ起業家精神～
イノベーション噴出の仕組み～』が開催されました。
本校職員と学生及び企業より、３２名の参加があり
ました。
マーク加藤氏
（２）第４回しんきん合同商談会
１０月２５日マリンメッセ福岡にて、『第４回しんきん合同商談会』が開催されました。
（本校出席者）上甲コーディネータ、平島専門員

各ブースの様子

上甲コーディネータと企業相談者

（３）特別研究Ⅱのポスターセッション聴講及び特許出願に向けた専門家としてのアドバイス
１月１１日本校合同講義室にて、弁理士 羽立章二氏、弁理士 元村直行氏による『専
攻科２年

特別研究Ⅱのポスターセッション聴講及び特許出願に向けた専門家としてのア

ドバイス』が開催されました。
（４）第１５回南関町企業懇談会
１月１９日ホテルセキアにて、
「第１５回南関町企業懇談会」が開催されました。
（本校出席者）高橋校長、上甲コーディネータ
（５）第１回産学連携連絡会議
１月２２日大牟田商工会議所にて、『第１回産学連携連絡会議』が開催されました。
（本校出席者）高橋校長、冨永センター長、石川准教授、上甲コーディネータ、
平島専門員
（６）創造設計合同演習発表会聴講及び特許出願等に向けた専門家としてのアドバイス
１月３１日本校専攻科講義室にて、弁理士 元村
直行氏による『創造設計合同演習発表会聴講及び
特許出願等に向けた専門家としてのアドバイス』が
開催されました。

（７）第４回九州沖縄地区高専・日本弁理士会九州支部交流会
２月２日北九州国際会議場にて、
『第４回九州沖縄地区高専・日本弁理士会九州支部交流
会』が開催され、本校創造工学科 内田雅也講師が「細菌叢と生物叢を指標とした新規河川
環境評価法の確立」のポスター発表を行いました。
（本校出席者）高橋校長、冨永センター長、内田雅也講師、上甲コーディネータ、
平島専門員
（８）第１５回おおむた産学官連環交流会
２月９日ホテルニューガイアオームタガーデンホテルにて、
『第１５回おおむた産学官連環交流会』が開催され、本校寄附
講座 野口卓朗特命助教がシーズ＆事例発表を行いました。
【基調講演】
「発想と挑戦が切り拓く未来への鍵」
株式会社ツカダ 代表取締役 塚田浩生氏

【シーズ＆事例発表会】
①「子ども目線で考える、未来につながるまちづくり」
福岡大学工学部社会デザイン工学科助教 吉城秀治氏
②「寄附講座『人工知能･ビジネス講座』が目指すもの」
本校寄附講座特命助教 野口卓朗氏
野口 特命助教

③「作業療法におけるヘルスプロモーション

～ひとと作業、健康との関係を考え、社会の健康増進に貢献～」
帝京大学福岡医療技術学部作業療法学科 准教授 轟木健市氏
（９）有明広域産業技術振興会会員企業紹介事業及び名刺交換会
３月７日本校にて『有明広域産業技術振興会会員企業紹介事業及び名刺交換会』が開催
されました。有明広域産業技術振興会会員企業４０社が、本科４年生及び専攻科１年生を
対象に、本校体育館に各ブースを設置し、事業紹介を行いました。
名刺交換会では、有明広域産業技術振興会会員企業様と本校教職員との意見交換が行わ
れました。

・

各ブースの様子

名刺交換会の様子

（10）サテライトオフィスミーティング
有明高専サテライトオフィス（まちなかシリコンバレー）にて、サテライトオフィスミ
ーティングが下記日程で開催されました。関係機関と本校教職員が、近況報告や助成金・
補助金情報、産学官連携の取り組みの検討等情報交換を行いました。
【関係機関】大牟田市産業経済部産業振興課、大牟田商工会議所中小企業相談所
大牟田市地域活性化センター、荒尾市建設経済部産業振興課、荒尾商工会議所
荒尾市起業家支援センター
【本校職員】石川准教授、野口特命助教、平島専門員
（第１回）１１月１４日（水）１５時００分～
（第２回） １月１６日（火）１６時３０分～
（第３回） ３月２０日（水）１５時００分～

2.民学関係
（１）エコタウンフェア
１１月１２日大牟田エコサンクセンターにて、
『おおむたエコタウンフェア２０１７』が
開催されました。

ロボット大集合

真空の不思議な世界

（２）平成２９年度 教育支援事業一覧
○小中学校対象
講座名

参加者数

開催期日

インドってどんな国？

77

6 月 29 日

山口

電気の節約で地球を救おう

39

9月5日

塚本・池之上

23

9 月 16 日

原槙

巨大空気砲を作ろう！

44

10 月 12 日

篠崎・坪根

電気の節約で地球を救おう

22

10 月 29 日

塚本

科学と工作をペットボトルロケ
ットから学ぼう！

担当者

主催等
連携協力推進会議事業
（橘中学校）
連携協力推進会議事業
（天の原小学校）
連携協力推進会議事業
（有明小学校）
連携協力推進会議事業
（高取小学校）
連携協力推進会議事業
（緑ヶ丘小学校）

楽しい折り紙建築

22

10 月 29 日

近藤

液体窒素で遊んでみよう

86

11 月 25 日

竹内・田端・鮫島・西山

液体窒素で遊んでみよう

25

12 月 4 日

竹内・鮫島・村岡・広瀬

23

12 月 6 日

高松・清水・池之上

クリップモーターを作り回転競
争をしよう

連携協力推進会議事業
（緑ヶ丘小学校）
連携協力推進会議事業
（万田小学校）
連携協力推進会議事業
（平原小学校）
連携協力推進会議事業
（平原小学校）

熱流体を学んで、地球温暖化を
考えよう！
第 12 回エレクトロニクスもの
づくり体験教室
有明次世代科学者
育成プログラム

連携協力推進会議事業
44

2 月 20 日

坪根

32

12 月 9 日

森山・菅沼・石川・野口

（天の原小学校）
電子情報工学科主催
電子情報通信学会共催
7 月 8 日～

11

坪根

緒方記念科学振興財団

3月3日

○小中学校教員対象
講座名

参加人数

開催日

20

7 月 24 日

内田・伊原

32

7 月 26 日

松尾・森田

参加人数

開催日

50

11 月 28 日

参加者数

開催期日

Free

6 月 10 日

23

8月5日

下田・窪田

22

8 月 10 日

伊原・内田

ロボットの展示･実演･操縦体験

60

11 月 11 日

篠崎

環境問題について考えてみよう

40

11 月 26 日

冨永・大河平・内田

Free

11 月 12 日

大牟田市中学校・特別支援学校
教育講座
大牟田市小学校教員教育講座

担当者

主催等
連携協力推進会議事業
大牟田市教育講座
連携協玉推進会議事業
大牟田市教育講座

○一般市民対象
講座名
みんなのマナビ舎
～市民大学講座～
菅原道真公の漢詩鑑賞

担当者

主催等
大牟田市生涯学習

焼山

まちづくり推進本部

○その他依頼事項
講座名

担当者

主催等

第１７回はやめカッパ祭り
（液体窒素）
（ブーメラン）

竹内・嘉藤・阿嘉

はやめかっぱ祭り実行

岩本・原槙

委員会

（巨大空気砲を作ろう！）
楽しい折り紙建築
犯人を捜せーいろんな化学分析
を体験してみよう

エコタウンフェア
（ロボット大集合）
（真空の不思議な世界）

荒尾総合文化センタ
ー・子供科学館
勝立地区公民館
勝立地区公民館文化祭
実行委員会
エコパートナーあらお
市民会議
篠崎・原槙・原・嘉藤・

大牟田市地域活性化セ

森田

ンター

３．第 5 ブロック研究推進関係

（１）第６回第５ブロック拡大研究推進ボード会議
１０月２３日ＴＶ会議にて、
『第６回第５ブロック拡大研究推進ボード会議』が開催され、
九州沖縄地区の推進ボード委員が意見交換を行いました。
（本校出席者）高橋校長、冨永センター長、石川准教授、上甲コーディネータ、
平尾事務部長、宮成総務課長、平島専門員
（２）第５ブロック研究・産学連携・地域連携合同会議
１１月３０日・３１日本校大会議室にて、
『第５ブロック研究・産学連携・地域連携合同
会議』が開催され、高専機構研究推進・産学連携本部、九州沖縄地区の推進ボード委員及
び日本弁理士会九州支部が意見交換を行いました。
（本校出席者）高橋校長、冨永センター長、石川准教授、上甲コーディネータ、
平尾事務部長、宮成総務課長、平島専門員
（３）第７回第５ブロック拡大研究推進ボード会議
１月２９日ＴＶ会議にて、
『第７回第５ブロック拡大研究推進ボード会議』が開催され、
九州沖縄地区の推進ボード委員が意見交換を行いました。
（本校出席者）高橋校長、冨永センター長、石川准教授、上甲コーディネータ、
平尾事務部長、宮成総務課長、平島専門員
（４）第８回第５ブロック拡大研究推進ボード会議
３月１４日ＴＶ会議にて、
『第８回第５ブロック拡大研究推進ボード会議』が開催され、
九州沖縄地区の推進ボード委員が意見交換を行いました。
（本校出席者）高橋校長、冨永センター長、石川准教授、上甲コーディネータ
平尾事務部長、宮成総務課長、平島専門員
（５）環境保全と地域資源の活用に関する研究会
３月１５日柳川市水産海洋技術センターにて、
『環境保全と地域資源の活用に関する研究
会』が開催され、各地域における環境保全に対する取り組みや問題点など意見交換を行い
ました。
（本校出席者）高橋校長、上甲コーディネータ、明石剛二教授、柳原聖教授、
坪根弘明准教授、藤本大輔准教授、竹内伯夫准教授、石橋大作技術職員

（６）高専若手研究者の集い
３月２６日日本教育会館にて、
『高専若手研究者の集い』が開催され、
「高専の研究と教
育」についてワークショップと、
「科研費獲得」のための研修を行いました。
（本校出席者）坂本武司講師、高橋校長、上甲コーディネータ、

４．その他
（１）荒尾産炭地域振興センター理事会
３月２８日荒尾市役所にて、
『荒尾産炭地域振興センター理事会』が開催され、冨永セン
ター長が出席しました。

本誌並びに技術相談及び共同研究等に関するご意見・ご質問がございましたら、
テクノセンター事務室までご連絡ください。

テクノセンター事務室 (事務補佐員 猿渡)
T E L：(0944)53-8627
F A X：(0944)53-1361
E-mail：arcc-office@ml.ariake-nct.ac.jp

