
活動概要

■法人社員、特別社員の内訳（平成29年8月現在）

法人社員数 146社
特別社員数 12団体

金融業、保険業, 
15.2%

鉱業、採石業、砂利

採取業、建設業, 
14.6%

製造業, 14.6%
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ス業, 12.7%

教育、学習支援業、

学術研究、専門・技

術サービス業, 8.9%

卸売業、小売業, 
7.0%

不動産業、物品賃

貸業, 4.4%

電気・ガス・熱供給・

水道業, 3.8%

公務, 3.8% 農業、林業, .6%

■東三河午さん交流会内容一覧（平成28年4月から平成29年3月まで）

回 開催日 テーマ
参加
人数

161 平成28年4月1日 「薬物依存の現状と三河ダルクの取り組みについて」 ＮＰＯ法人三河ダルク 松浦良昭 氏 32
162 平成28年6月3日 「海フェスタ東三河について」 海フェスタ東三河実行委員会 坂神　浩 氏 45
163 平成28年7月1日 「亀若焼酎で地域起こし」 亀若倶楽部 原薗義秀 氏 42
164 平成28年8月5日 「渥美半島の再生について」 (株)渥美フーズ 渡会一昭 氏 60
165 平成28年9月2日 「現代の ＭＵＳＥＵＭ」 豊橋市美術博物館 毛利伊知郎 氏 39
166 平成28年10月7日 「戦前の豊橋 ～豊橋空襲で消えた街並み～」 豊橋市中央図書館 岩瀬彰利 氏 37
167 平成28年11月11日 「福祉村と福祉村周辺の歴史と自然」 社会福祉法人さわらび会 井川　襄 氏 36
168 平成28年12月2日 「ウナギのふしぎ」 愛知県自然観察指導員 小椋克好 氏 33
169 平成29年2月3日 「ボートレース蒲郡 施設見学会」 蒲郡市 藤川弘行 氏 34
170 平成29年3月3日 「おんな城主直虎と三遠国境」 奥三河ふるさとガイド 髙田孝典 氏 44

参加人数 計 402

講師

＊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（平成28年4月から平成29年3月まで）

回 開催日 テーマ
参加
人数

「健康を科学する －社会人が働きながら学べる大学院として文部科学省ならびに厚生労働省から認定を受けて－」 豊橋創造大学大学院 後藤 勝正 氏
「最近の税関行政について　－伊勢志摩サミット テロ防止対策実施中－」 財務省  山﨑 和之 氏
「愛知大学のブランド力向上のために」 愛知大学 川井 伸一 氏
「ユダヤ的発想、日本的発想、そして、東三河的発想」 ジャパン・トゥエンティワン(株)  加藤 充 氏
「ひとを育て、まちを創る ～社会人キャリアアップ連携協議会が目指すもの～」 社会人キャリアアップ連携協議会  榊　佳之 氏
「“ラグーナ蒲郡地区”今後のまちづくり」 (株)ラグナマリーナ 西本　洋 氏
「グローバル化は日本を大学を東三河を救うのか？」 豊橋技術科学大学 高嶋　孝明 氏
「ええじゃないかあいちトリエンナーレ2016」 愛知芸術文化センター 青木　幹晴 氏
「地域に愛される頼もしい大学であり続ける」 浜松学院大学 石田　勝義 氏
「豊橋市バイオマス資源利活用施設PFI事業～国内最大複合バイオマスエネルギー化施設～」 ＪＦＥエンジニアリング(株) 橋本　恭彦 氏
「ハワイと日本人」 愛知大学大学院 伊藤　博文 氏
「エンジニアからプロスポーツ経営者へ～バスケットボールを切り口とした街づくりへのチャレンジ～」 (株)フェニックス 浜武　恭生 氏
「産業システムの効率化のための機械学習技術」 愛知工科大学 舘山　武史 氏
「よろず支援拠点豊橋サテライトの概要と支援事例」 (公財)あいち産業振興機構 森 鋭一 氏

愛知県よろず支援拠点 松井　督卓 氏
385 平成28年11月24日 「地方創生「円卓の地域主義」と東三河の未来」 飯田市長 牧野 光朗 氏 116

「データで見る豊橋技術科学大学の今と技術科学イノベーション研究機構について～設立の狙いと活動内容～」 豊橋技術科学大学 原 邦彦 氏
「最近の県政を巡る動き」 愛知県 石原 君雄 氏
「英米・国名都市名物語」 愛知大学 田本 健一 氏
「ダムを活用した地域活性化」 設楽ダム工事事務所 岩﨑 等 氏
「生物学からみた資本主義の特性と矛盾」 豊橋技術科学大学 平石　明 氏
「ミニトマト3.6ha生産圃場  次世代施設園芸 愛知県拠点の取組」 イノチオみらい(株) 大門　弘明 氏

参加人数 計 1,156

389 平成29年3月14日 98

387 平成29年1月17日 101

388 平成29年2月21日 93

384 平成28年10月18日 86

386 平成28年12月21日
～ パネルディスカッション ～「 東三河３商工会議所会頭を囲んで 」

123≪パネリスト≫　蒲郡商工会議所 会頭　小池 高弘　氏、豊川商工会議所 会頭　小野 喜明　氏、豊橋商工会議所 会頭　神野 吾郎　氏
≪コーディネーター≫　愛知大学　戸田 敏行　氏

382 平成28年8月24日 103

383 平成28年9月13日 81

380 平成28年6月22日 101

381 平成28年7月12日 93

講師

378 平成28年4月19日 78

379 平成28年5月18日 83

■東三河地域問題セミナー内容一覧（平成28年10月から平成29年8月まで）＊役職は開催当時

回 開催日 テーマ
参加
人数

39

「外国人技能実習制度の概要と地域社会との共生」 公益財団法人国際研修協力機構 大谷　一広 氏 55
「農産物のブランド化と労働力確保の実態と課題について」 協同組合ティー・エー・エス 河合　信彦 氏
「熊本地震等近年の地震からの教訓」 名古屋大学大学院 山中　佳子 氏 52

「熊本地震の現状と農業における危機管理」
有限会社木之内農園
（熊本県南阿蘇村）

木之内　均 氏

参加人数 計 146

講師

公益社団法人東三河地域研究センター・愛知大学三遠南信地域連携研究センター
共同シンポジウム　共感が生んだローカルメディアのつながり

■コーディネーター　 愛知大学　戸田敏行氏
■パネリスト　 特定非営利活動法人エフエムあおぞら(宮城県亘理町)　吉田 圭氏、 宮城県山元町　森 憲一氏、㈱エフエム
豊橋　森 包義氏 、前川 緑氏、西村なぎさ氏

1

2

3

平成28年
10月29日

平成29年
7月31日

平成29年
8月21日

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。


