
活動概要

■法人社員、特別社員の内訳（2020年4月現在）

法人社員数 153社
特別社員数 12団体

■東三河午さん交流会内容一覧（2019年4月から2020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（2019年4月から2020年3月まで）

■東三河地域問題セミナー内容一覧（2018年10月から2019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。
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「オープンデータの推進と産業活性化への期待について」 豊橋市産業部産業政策課　課長 増田　明 氏
「シビックテックとオープンデータ」 株式会社ウェブインパクト 木村　博司 氏
「データ利活用で繋がるオープンガバナンス（公民連携）」 市川電産　CEO 市川　博之 氏

2
2019年
5月29日

「北海道の被害地震から学ぶ
－1611年慶長三陸地震～2018年北海道胆振東部地震－」

北海道大学　名誉教授 鏡味　洋史 氏 42

「これからの外国人受入れを考える
　～改正入管法施行後の”総合的対応策”～」

（特非）多文化共生リソースセンター東海 土井　佳彦 氏

「地域密着型日本語教室の過去・現在・そして明日へ～外国人労働
者も「ひと」。人として繋がる事で目指す多文化共生とは～」

（特非）フロンティアとよはし 河村　八千子 氏

4
2019年
9月26日

「いま自転車が熱い！
～サイクルツーリズムによる地方の活性化～」

株式会社東海まちづくり研究所 山内　秀彦 氏 32

参加人数 計 146

講師
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33
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参加
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414 2019年4月16日 「内蒙古大学における地域経済社会発展への協働及び実践」 内蒙古大学 学長 陳国慶 氏 74
「ものづくりとまち･ひとづくり～地方創生･地域連携と研究教育活動～」 豊橋技術科学大学 水谷 晃啓 氏
「東三河での移住･起業･スケールアップのリアル～元気な若者の取り扱い提案～」 (株)タスキ 代表取締役ＣＥＯ 種田 憲人 氏

416 2019年6月25日 「最近の金融経済情勢と今後の展望」 日本銀行名古屋支店 支店長 清水 季子 氏 98
「地域と大学をつなぐ子どもたちのアート」 豊橋創造大学 短期大学部 加藤 克俊 氏
「「愛知のてっぺん」豊根村の森づくり」 豊根村 村長 伊藤 実 氏
「マイクロ流体チップテクノロジーが拓く新産業創出～遺伝子情報を“診る”　“操る”」 豊橋技術科学大学 柴田隆行 氏
「渥美半島を元気に！」 田原市長 山下政良 氏
「愛知県における事業承継－豊橋信用金庫との共同アンケート調査から－」 愛知大学 打田委千弘 氏
「東栄町の今後のまちづくり」 東栄町長 村上孝治 氏
「プラズマの恩恵」 豊橋技術科学大学 滝川 浩史 氏
「豊橋帆前掛けの未来～令和初の繊維工場オープンまでの道のり～」 有限会社エニシング 西村 和弘 氏
「柔と剛を併せ持つしなやかなモーションコントロール技術の開発」 愛知工科大学 溝尻 太一 氏
「ダムの基礎知識と設楽ダムの最近の取り組みについて」 設楽ダム工事事務所　事務所長 須賀 正志 氏
「ＡＩと災害救助シミュレーション」 愛知大学 岩田 員典 氏
「ゼロ･ウェイスト、脱プラスチックを目指した２１世紀型店舗」 (株)渥美フーズ代表取締役社長 渡会 一仁 氏
「ロボットの眼を創る:最新動向と産業応用」 豊橋技術科学大学　副学長 三浦 純 氏
「東三河県庁と東三河振興の取組」 愛知県 副知事 加藤 慎也 氏
「芸術と社会包摂　『障がい者アート』から考える」 愛知大学 吉野 さつき 氏
「元気なとよかわ 子育てにやさしく人が集うまち」 豊川市長 竹本 幸夫 氏

425 2020年3月18日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止
参加人数 計 922
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191 2019年4月5日 「渥美半島の地形・地質とくらし」 田原市教育委員会 藤城 信幸 氏 40
192 2019年6月7日 「東三河の未来づくり～CLUE の設立理由～」 武蔵精密工業株式会社 鈴木 隆文 氏 45
193 2019年7月5日 「古文書から見る三河吉田藩」 豊橋市美術博物館 学芸員 久住 祐一郎 氏 40
194 2019年8月2日 「循環濾過養殖システム(ＲＡＳ)とは」 林養魚株式会社 代表取締役 林 邦康 氏 37

195 2019年9月6日 「まちなか映画館～あの日あの時～」
とよはしまちなかスロータウン
映画祭実行委員会

佐々木順一郎 氏 48

196 2019年10月4日
「起業からたった4 年で業界最大級のサービスをつくりあげた
理由」

(株)ミスコンシャス 小山 絵実 氏 48

197 2019年11月1日 「これからの若手職人」 豊橋筆 川合毛筆 中西 由季 氏 36
198 2019年12月6日 「鳳来寺山とその周辺の自然と大地の魅力」 鳳来寺山自然科学博物館 館長 加藤貞亨 氏 37
199 2020年2月7日 「旧東海道二川宿の魅力について」 豊橋市二川宿本陣資料館 館長 平井康博 氏 35
200 2020年3月9日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止

参加人数 計 366

講師


