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会場   大阪富国生命ビル 4階

申込期間　平成 24年 6月 15 日（金）
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平成 24年 7月 20 日（金）
「植・食、健康」に関する産学民連携の実践とシーズ

＜第二部＞
14：10　理事長　挨拶
　　　
14：20　地域に根ざし市民生活を支える研究所をめざして
 　　地方独立行政法人 大阪府立 環境農林水産総合研究所　
 　     理事長　大河内　基夫 氏
     　
14：50　古くて新しい素材「木材」直近の研究事例紹介
           奈良県森林技術センター　木材利用課長　伊藤　貴文 氏

15：20　製品の価値を磨くデザインの重要性 
 　     －教育・実習を通じて潜在能力を磨く－
  　    京都造形芸術大学　ものづくり総合研究センター
 　     空間演出デザイン部門  主任研究員　藤井　秀雪 氏　
         
15：50　産学連携、大学の想い社会の想い
           大阪大学　産業科学研究所　特任教授　清水　裕一 氏
     　　　
16：20　放射能のもつ力：その光と陰
　　     　 大阪大学　産業科学研究所　教授　吉田　陽一 氏
      　
17：00　第 6回 智の木協会ワークショップ
 　　「緑と親しむ生活が免疫力を高め病気を予防する」
 　　  森林医学研究会　李　卿 氏　　　
　　　        　　　
18：00　第二部　終了

18：15 - 20：00　交流会 

＜第二部＞
14：10　理事長　挨拶
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 　　地方独立行政法人 大阪府立 環境農林水産総合研究所　
 　     理事長　大河内　基夫 氏
     　
14：50　古くて新しい素材「木材」直近の研究事例紹介
           奈良県森林技術センター　木材利用課長　伊藤　貴文 氏

15：20　製品の価値を磨くデザインの重要性 
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  　    京都造形芸術大学　ものづくり総合研究センター
 　     空間演出デザイン部門  主任研究員　藤井　秀雪 氏　
         
15：50　産学連携、大学の想い社会の想い
           大阪大学　産業科学研究所　特任教授　清水　裕一 氏
     　　　
16：20　放射能のもつ力：その光と陰
　　     　 大阪大学　産業科学研究所　教授　吉田　陽一 氏
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 　　「緑と親しむ生活が免疫力を高め病気を予防する」
 　　  森林医学研究会　李　卿 氏　　　
　　　        　　　
18：00　第二部　終了

18：15 - 20：00　交流会 
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 ＜第一部＞
　　　10:00　理事長　挨拶

　　　10:10　アサヒビールが実践する環境への取り組み
　　　　　　      アサヒビール 株式会社　執行役員吹田統括工場長　青木　賢吉 氏
    
　　　10:30　緑  ×  デザイン：都市と室内でのGreen 活用事例
 　　　      株式会社 竹中庭園緑化　プランニングユニット　
  　  室長　松井　正樹 氏

　　　10:50　フジキンの流体「ながれ」制御技術を環境ビジネスに生かす　
               　  株式会社 フジキン　ものつくり（工場）部門　創造・開発本部　
  　  大阪ハイテック研究創造開発センター　平尾　壽啓 氏

　　 11:10　環境配慮型セラミックス　「グリーンビズ」の新たな挑戦
       小松精練 株式会社　営業本部　
       グリーンビズ販促チーム 中根　弘美 氏

 11:30　健康と癒しの商品開発  ～遺伝子検査～
  　 ヌーベルアロマ　代表取締役　峯平　慎哉 氏

 11:50 ～　　　　　　　　　　昼食

　　　13:00　働きながら学ぶ  ～第二世代の充実～
  　 学校法人 大原学園　校長　篠藤　亮 氏
       　　　
 13:30　21 世紀複合社会に適応する新ライフスタイルの提言
  　 富国生命相互保険会社　産学共同研究プロジェクト
  　 大阪大学大学院工学研究科　教授　西嶋　茂宏 氏
　　　 
 14:00　第一部　終了

　 

 ＜第一部＞
　　　10:00　理事長　挨拶

　　　10:10　アサヒビールが実践する環境への取り組み
　　　　　　      アサヒビール 株式会社　執行役員吹田統括工場長　青木　賢吉 氏
    
　　　10:30　緑  ×  デザイン：都市と室内でのGreen 活用事例
 　　　      株式会社 竹中庭園緑化　プランニングユニット　
  　  室長　松井　正樹 氏

　　　10:50　フジキンの流体「ながれ」制御技術を環境ビジネスに生かす　
               　  株式会社 フジキン　ものつくり（工場）部門　創造・開発本部　
  　  大阪ハイテック研究創造開発センター　平尾　壽啓 氏

　　 11:10　環境配慮型セラミックス　「グリーンビズ」の新たな挑戦
       小松精練 株式会社　営業本部　
       グリーンビズ販促チーム 中根　弘美 氏

 11:30　健康と癒しの商品開発  ～遺伝子検査～
  　 ヌーベルアロマ　代表取締役　峯平　慎哉 氏

 11:50 ～　　　　　　　　　　昼食

　　 13:00　働きながら学ぶ  ～第二世代の充実～
  　 学校法人 大原学園　校長　篠藤　亮 氏
       　　　
 13:30　21 世紀複合社会に適応する新ライフスタイルの提言
  　 富国生命相互保険会社　産学共同研究プロジェクト
  　 大阪大学大学院工学研究科　教授　西嶋　茂宏 氏
　　　 
 14:00　第一部　終了
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会場：　大阪富国生命ビル 4階
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 ＜第一部＞
　　　 10:00　理事長　挨拶

　　　 10:10　アサヒビールが実践する環境への取り組み
　　　　　　　　　　  　　アサヒビール株式会社　執行役員吹田統括工場長　青木　賢吉 氏
    
　　　 10:30　緑  ×  デザイン：都市と室内でのGreen 活用事例
    株式会社竹中庭園緑化　プランニングユニット　室長　松井　正樹 氏

　　　 10:50　フジキンの流体「ながれ」制御技術を環境ビジネスに生かす　
    　　　株式会社フジキン　ものつくり（工場）部門　創造・開発本部　
    　　　　　　　大阪ハイテック研究創造開発センター　平尾　壽啓 氏

　　 11:10　環境配慮型セラミックス　「グリーンビズ」の新たな挑戦
   　　　

　　　 11:30　健康と癒しの商品開発 ～遺伝子検査～
       

　　　 11:50 ～　　　　　　　　　　　　　昼食

　　　 13:00　働きながら学ぶ ～第二世代の充実～
       　　　学校法人大原学園　校長　篠藤　亮 氏

　　　 13:30　21 世紀複合社会に適応する新ライフスタイルの提言
 　　　　　　　　　　　  　富国生命相互保険会社　産学共同研究プロジェクト　
      　　大阪大学大学院工学研究科　教授　西嶋　茂宏 氏
　　　 14:00　第一部　終了

　 ＜第二部＞
 14：10　理事長　挨拶
　　　
 14：20　地域に根ざし市民生活を支える研究所をめざして
     　

　　　 14：50　古くて新しい素材「木材」　直近の研究事例紹介
     　　

 15：20　製品の価値を磨くデザインの重要性 －教育・実習を通じて潜在能力を磨く－
  　　　　　 京都造形芸術大学　ものづくり総合研究センター　空間演出デザイン部門　
         
　　　　
 15：50　産学連携、大学の想い社会の想い
     　　　
　　
 16：20　放射能のもつ力：その光と陰
      　
　　　
 17：00　
  「緑と親しむ生活が免疫力を高め病気を予防する」　　　
　　　        　　　
　　　  18：00　第二部　終了

 18：15 - 20：00　交流会 

テラプロジェクト一周年記念シンポジウム

第6回 智の木協会ワークショップ

「植・食、健康」に関する産学民連携の実践とシーズ

小松精練株式会社　営業本部　グリーンビズ販促チーム 中根　弘美 氏

主任研究員　藤井　秀雪 氏

大阪大学　産業科学研究所　教授　吉田　陽一 氏

ヌーベルアロマ　代表取締役　峯平　慎哉 氏

奈良県森林技術センター　木材利用課長　伊藤　貴文 氏

地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所　理事長　大河内　基夫 氏

大阪大学　産業科学研究所　特任教授　清水　裕一 氏

森林医学研究会　李　卿 氏


