
活動概要

■法人社員、特別社員の内訳（2019年4月現在）

法人社員数 152社
特別社員数 12団体

■東三河午さん交流会内容一覧（2018年4月から2019年3月まで） ＊役職は開催当時

＊役職は開催当時■東三河産学官交流サロン内容一覧（2018年4月から2019年3月まで）

■東三河地域問題セミナー内容一覧（2017年10月から2018年9月まで） ＊役職は開催当時

当センターは、公益社団法人として、地域の諸課題に関係したセミナーの開催や、東三河懇話会（任意団体）と連携し、地域の経済界、大
学、自治体等と連携した産学官交流サロン等を20年以上にわたって実施しています。

回 開催日 テーマ
参加
人数

「地域プロデュースとプラットフォーム形成」 株式会社umari（ウマリ）　代表取締役 古田　秘馬 氏
「モビリティとＩＣＴによる観光地域づくり」 WILLER株式会社　執行役員 宿谷　勝士 氏

「「地域で共に暮らす」を考える～障害者福祉の視点から～」 社会福祉法人岩崎学園　理事長 松下　直弘 氏
「障害者と共に働く職場づくり～「鉄」の会社が「カレーライス」を作りは
じめた理由（わけ）～」

株式会社るるまる　取締役 柴田　圭吾 氏

4
2018年
9月5日

29

参加人数 計 284

111

講師

東三河広域経済連合会・愛知県東三河広域観光協議会・公益社団法人東三河地域研究センター共催
「プロデュースとＩＣＴが変える地域・観光・人」

3
2018年
7月31日

1
2017年
10月6日

36

63

45

「浜松市西遠浄化センター・はままつフラワーパーク視察会」
視察1「浜松市西遠浄化センター」
視察2「はままつフラワーパーク」
講演1「感動をお渡しするために」　　　浜松市花みどり振興財団理事長　　　　塚本こなみ　氏

2
2018年
4月10日

「人口減少時代のまちづくり手法 ～高松丸亀町商店街を事例に～」 高松丸亀町商店街振興組合 理事長 古川 康造 氏

特別
2018年
7月27日

「目的地型「道の駅掛川」の取り組み」 株式会社道の駅掛川 代表取締役 河本 功 氏

回 開催日 テーマ
参加
人数

181 2018年4月6日 「山里の豊かな資源」 山の搾油所 杉浦 篤 氏 37
182 2018年6月1日 「中東ってどんな場所？ 何が起こってるの？」 中日新聞 中村禎一郎 氏 45

フリーライター 大宮冬洋 氏
(株)サンヨネ 三浦和雄 氏

184 2018年8月3日 「豊川海軍工廠平和公園の開園と今後の展望」 豊川市教育委員会 前田清彦 氏 37
185 2018年9月7日 「元　屋久島ネイチャーガイドが見つけた “田原の屋久島”」 渥美半島☆自然感察ガイド 藤江昌代 氏 37
186 2018年10月5日 「吉田城と三河の城」 豊橋市文化財センター 岩原剛 氏 34
187 2018年11月2日 「志多らの30年とこれから」 （有）志多ら 西谷まゆみ 氏 37
188 2018年12月7日 「スポーツを通したまちづくり」 ディスポータブルリーフ 菅沼卓徒 氏 36

189 2019年2月1日
「～社会と共に、持続的に成長する～ビジネスと社会貢献を繋ぐ企
業価値の発信」

ハリウッド化粧品グループ 代表取締役社長 牛山 大輔 氏 41

190 2019年3月1日 「吉田城址の保全活用と東三河地域の観光等活性化への道」 NPO 法人吉田城復元築城をめざす会 佐々木 豊 氏 39
参加人数 計 392

講師

183 2018年7月4日 「蒲郡在住ライターが聞く！ サンヨネの秘密」 49

回 開催日 テーマ
参加
人数

「地域企業連携プロジェクトの取り組み～のんほいパーク盛り上げ隊！の活動を通して～」 豊橋創造大学 三輪多恵子 氏
「東三河の経済を支える三河港」 三河港湾事務所 平澤 興 氏
「シビックテックによる街のスマート化～豊橋市での活動について～」 豊橋技術科学大学 大村 廉 氏
「地方創生戦略の一断面～世代のリレーができるまち～」 新城市長 穂積 亮次 氏
「動物行動研究から考える我々の音声活用の特異性」 愛知大学 関 義正 氏
「女性活躍、人口問題 等について」 参議院議員 太田 房江 氏
「VR とIoT の医療応用：いつでもどこでも訓練が可能なシミュレータの開発」 愛知工科大学 田川 和義 氏
「超幸齢社会をデザインする」 さわらびグループ 山本 左近 氏
「愛知県東三河地域の農業におけるIoT の活用事例と課題」 豊橋技術科学大学 山内 高弘 氏
「地域の開発と総合開発機構～５０年の歩み～」 (株)総合開発機構 小林 宏之 氏
「地域産業集積の優位性－岡山ジーンズ産業集積のケース」 愛知大学 田中 英式 氏
「豊橋の繊維産業を復活させ、世界を代表するブランドマスクへ」 (株)くればぁ 中河原 毅 氏
「豊橋から発信する食の安全･安心技術－残留農薬検査キットの開発－」 豊橋技術科学大学 岩佐精二 氏
「木桶熟成のWorcestershire Sauce－イギリス生まれの調味料が日本の風土で独自の調味料に進化したその軌跡－」 鳥居食品(株) 鳥居大資 氏
「キューブサットで挑む宇宙開発－町工場とともに宇宙へ－」 愛知工科大学 西尾正則 氏
「東三河の安全・安心と発展を支える～豊川直轄改修80 周年を迎えて～」 豊橋河川事務所 澤頭芳博 氏
「日中産官学共同研究8 年の体験を通じて ～㈱デンソーと共有しえたもの～」 愛知大学 高橋五郎 氏
「ニューキャッスル・アライアンスの可能性～観光･教育･ビジネスの視点から～」 株式会社田村組 田村太一 氏
「低炭素社会に貢献する電池技術」 豊橋技術科学大学 櫻井庸司 氏
「日本の施設園芸の動向」 (株)大仙 鈴木秀典 氏
「東海地域での歴史ＧＩＳ教育」 愛知大学 飯塚 隆藤 氏
「東三河の未来」 衆議院議員 根本 幸典 氏
「水を活用したものづくり～半導体からエネルギーまで～」 豊橋技術科学大学 伊﨑 昌伸 氏
「東三河の相対的な魅力って？～永住を決めたよそ者からの視点から～」 衆議院議員 せき 健一郎 氏

参加人数 計 1,023

408 2018年10月17日 78

講師

402 2018年4月17日 78

403 2018年5月15日 118

404 2018年6月27日 81

405 2018年7月18日 99

406 2018年8月22日 96

407 2018年9月19日 83

409 2018年11月21日 77

410 2018年12月18日 73

411 2019年1月23日 86

413 2019年3月20日 68

412 2019年2月20日 86
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