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本メールマガジンは山梨大学 新技術情報クラブ会員の皆様へ最新情報を

お知らせする目的で配信しております。メール配信を希望されない方は、

「配信停止」とお書きの上、ご返信ください。 
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■01  新コーディネータの紹介  

 10/1 から 特任調査員，産学連携コーディネータとして 

中島靖雅さんを迎えました。自己紹介を掲載いたします。 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

新技術情報クラブの皆様。 

 はじめまして、中島靖雅（なかじま やすまさ）と申します。 

10 月 1 日付で、山梨大学の社会連携・知財管理センターに産学連携コーデ

ィネータとして採用されました。現在本学のさまざまな研究シーズを一生

懸命把握している最中です。産学連携の仕事を精いっぱい務めますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

前職は長野県の情報関連企業に勤めており、電気系のエンジニア、商品企

画担当、知財担当などの職種を経験しました。これらの経験を元に、本学

の研究シーズと皆様の困りごとの間を取り持つことにより、少しでも皆様

のお役にたてれば幸いです。 

 

10 月 31 日に開催された「やまなし産学管連携研究交流事業 研究発表会」

にスタッフとして参加いたしましたが、参加された皆様の熱気に圧倒され

右往左往していただけで一日が終わってしまいました。もっと積極的に皆

様と交流すべきであったと反省しております。 

 

これまで、山梨県には観光目的でしか来たことがなく、今回はじめて生活

（単身赴任）をして 1 か月たちました。ショッピングセンターや大型店が

多くあり、買い物には便利な街だと感じました。また、「甲府は暑いぞ」と

聞いておりましたが、10 月からなので大したことはないだろうとたかをく

くっていたのですが、暑さの片鱗を垣間見ました。しかしながら本格的な

洗礼はまだ受けておりません。来年の夏にどう感じるかが楽しみです。 

 

以上、未熟者ではございますが、皆様のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお

願いいたします。 

                                産学連携コーディネータ 中島靖雅 
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■02  イベント情報        （4 件） 
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(1) 11/17 公開講演会（参加無料） 

 「簡単、納得の環境保全型果樹栽培技術」開催のご案内 

    http://www.coc.yamanashi.ac.jp/2340 
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【日時】 2017 年 11 月 17 日（金） 9:30～12:00（開場 9:00） 

【会場】 山梨大学甲府西キャンパス Ｙ-31 教室（総合研究棟３階） 

【定員】 120 名 参加無料 〔申込締切 11 月 15 日（水）〕 

【講師】 道法 正徳 氏 農学博士、自然栽培指導者、 

           （株）グリーングラス代表 

【詳細】 講師及び会場についてはチラシ(PDF)をご覧ください。 

http://www.coc.yamanashi.ac.jp/wp-content/uploads/2017/11/flyer_coc2

340.pdf 
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(2) 11/27 山梨科学アカデミー交流大会 開催 

            http://www.tyaos1995.or.jp/ 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

•平成 29 年 11 月 27 日（月）午後 2 時から、公益社団法人山梨科学アカデ

ミーの交流大会が、ベルクラシック甲府にて開催されます。 

 

【プログラム】詳細は下記リンクからチラシをダウンロードください。 

 14：00-14：10 山梨科学アカデミー寄付申し込み式 

 14：10-15：25 H28 年度 大村智人材育成基金  

        山梨県若手研究者奨励事業成果報告 

 15：35-16：05 第 15 回山梨科学アカデミー自動・生徒科学賞表彰式 

 16：20-17：50 第 20 回、第 22 回奨励賞受賞講演（3 名） 

        山梨大学工学部    兼本助教 

        山梨大学生命環境学部 鈴木俊二教授 

        山梨大学医学部    猪爪講師 

 18：00-19：30 特別講演「ゲノム編集の様々な分野での可能性」  

         広島大学大学院理学研究科 山本卓教授 

 19：40-20：30 情報交換会 

 

【開催案内】下記からダウンロードできます。 

 http://www.tyaos1995.or.jp/pdf/H2911academy-seminar.pdf 

【申し込み】 

 山梨県庁私学・科学振興課内 

  公益社団法人 山梨科学アカデミー事務局 

  TEL：055-223-1312  FAX：055-223-1781 
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(3)  第 83 回甲府えびす講祭り開催について  

 http://www.kofucci.or.jp/news/20171113-1/ 
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毎年恒例の甲府えびす講祭り。今年は 11 月 23 日（木・勤労感謝の日）に

開催します。 

 甲府市中心商店街、朝日通り商店街等では特別セールや趣向を凝らしたイ

ベントを実施。セレオ甲府・山交百貨店・岡島百貨店では、３店合同お買



物券プレゼント企画が行われ、そして、甲府商工会議所が行う同時開催イ

ベントはすがもーるパラカ駐車場特設会場にて行います。 

ご当地グルメ屋台村やえびす福袋の販売、ステージショーなど盛りだくさ

ん。えびす神輿の渡御もあり、秋の一日、甲府市中心商店街が盛り上がり

ます。お出かけしてみてはいかがでしょう。  
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(4) 本郷展示会（山梨県） 

 https://www.yiso.or.jp/topics/501.html 
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 １１月３０日（木）、東京都文京区の医科器械会館にて「山梨県ものづく

り企業と医療機器メーカーとの展示・商談会 in 本郷（山梨県本郷展示・商

談会）」を開催します。展示会場では山梨大学による「特別セミナー」も開

催予定です。 
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○会場 医科器械会館   東京都文京区本郷 3-39-15  

○展示会・商談会 13:00～17:30 （山梨県の企業 14 社） 

http://j-ikou.com/hongou_exhibition/h29/20171130_yamanashi_list.pdf 

○特別講演 

 14:00 ～ 14:30「山梨大学における医工連携の取り組み」 

                 山梨大学 副学長 岩﨑 甫 先生 

 16:00 ～ 16:30「山梨大学臨床ニーズの発表」 

  対象診療科：看護学科/麻酔科/眼科（予定） 

  山梨大学 融合研究臨床応用推進センター 田村 敦史 先生 

○交流会 18:00～19:00(参加費 3,000 円) 
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■03  セミナー情報        （2 件） 
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(1)12/1 山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点セミナーについて 

 https://www.yiso.or.jp/topics/499.html 
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 地方創生・地域産業の活性化を目的として、「攻めの経営」を目指す中堅・

中小企業に、その成長・発展を支えるプロフェッショナル人材のマッチン

グ支援を行っております。約 2 年間で 40 数名のプロ人材の方が成約し現

在県内各企業に於いてご活躍をされております。 

 今回は人材確保に苦心されている各事業者様に人材採用および育成の一

助にと本セミナーを企画させて頂きました。 

 ご講演では「カレーハウス CoCo 壱番屋」の創業者である宗次徳二氏を

お招きし、ゼロからスタートし、東証一部の上場から現在国内外 1400 店

舗まで拡大された経営経験に基づき、お話をして頂きます。 

元気と勇気がでるセミナーに是非ご参加ください。 

 

日  時：平成 29 年 12 月 1 日(金) 13:30～15:30（受付開始 13:00） 

会  場：アイメッセ山梨 ４階会議室 （甲府市大津町 2192-8） 

基調講演：「経営革新リーダーの行動改革から」 

     講師 カレーハウス CoCo 壱番屋 創業者 宗次徳二氏 

参 加 費：無料 



定  員：100 名 

チラシ、申込書：HP に掲載 

 

【問い合わせ先】 

 山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点 TEL055-243-1870 
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(2)甲府商工会議所 セミナー・講演会 

 ○11 / 28(火) 14:00-16:00  

 「気配り・心配りで感動を引き出す おもてなしの心と接客応対 」 

  http://www.kofucci.or.jp/seminar/20171128/  
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■04 助成事業および公募情報        （4 件）      □  

                                                       □■      
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〇山梨中銀地方創生基金 助成事業（募集中） 

 https://www.yamanashi-chihousousei.or.jp/furtherance/ 
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(1)技術等向上に取り組む個人等に対する助成事業 

 （応募期間  2017/11/13 ～ 2017/11/30 ） 

  

山梨県内の地域社会繁栄又は地域経済活性化への寄与を目的 

として、高度な技能・技術・知識向上のための費用を助成します。 

助成対象者山梨県に居住し高度な技能・技術・知識向上に積極的に 

取り組み、将来、山梨県内においてこれらの成果を活用しようと 

する個人 .助成金額 1 人あたり 100 万円以内  

 

(2)Ｕ･Ｉ･Ｊターンする個人に対する助成事業 

 （応募期間  2017/11/13 ～ 2017/11/30 ） 

山梨県内の地域社会繁栄又は地域経済活性化に寄与することを目的として、

山梨県内に就職、居住する個人（予定者を含む）に対して、就職や転居に

係る費用等を助成します。 

助成対象者平成２９年５月１日から平成３０年４月３０日までの間に、Ｕ･

Ｉ･Ｊターンにより山梨県内の企業へ新たに就職（正規雇用者に限る）し、

かつ、山梨県に居住する個人（予定者を含む） .助成金額 1 人あたり 20

万円 .応募期間  【受付中】2017/05/08 ～ 2017/11/30  

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣  

●JST A-STEP ステージⅢ：NexTEP-A タイプ 

［第二回締切］ 平成 29 年 11 月 30 日（木）正午 

［第三回締切］ 平成 30 年 3 月 30 日（金）正午 

 詳細情報は HP を参照ください。 

 http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/h29nextep-a-1.html 
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●NexTEP:産学共同実用化開発事業 

［第二回締切］ 平成 29 年 11 月 30 日（木）正午 

［第三回締切］ 平成 30 年 3 月 30 日（金）正午 

 詳細情報は HP を参照ください。 

 http://www.jst.go.jp/jitsuyoka/bosyu.html 
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■05: 特許出願情報（1 件） 

   ～山梨大学が出願した最新特許情報をご紹介します～ 
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注）特許出願情報については、クラブ会員のみへの提供となって 

おります。本掲載では非公開とさせていただきます。 
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１）このメールの内容は、提供された会員様限りでご使用下さい。 

２）メールの内容については国立大学法人山梨大学が著作権を有します。 
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