● 第３回三重大学大阪シンポジウム
グローカルに貢献する三重大学の先進研究
◎開催日◎ 平成30年7月27日
（金）
13：00〜17：00
（交流会17：30〜19：00／会費制）
◎会場◎ 大阪大学中之島センター１０階 佐治敬三メモリアルホール
◎参加費・定員◎ 無料
（要申込）
・自由参加 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎申込方法◎ メールまたはFAX ◎申込期間◎ 平成30年7月20日
（金）
◎申込・問合せ◎ 社会連携チーム／☎059-231-9078・FAX 059-231-9047
E-mail：osakasympo@crc.mie-u.ac.jp
URL http://www.opri.mie-u.ac.jp/2018/07/3.html
※詳細はHPまたはQRコードからご確認ください。

●みえアカデミックセミナー2018
今、健康を守るための栄養学
◎講師◎ 森田明美
（医学系研究科・准教授）
◎開催日◎ 平成30年7月28日
（土）
13：30〜
◎会場◎ 三重県文化会館1階 レセプションルーム
◎受講料・定員◎ 無料
（要申込）
※先着順。満席になり次第締切。
◎受講対象者◎ 市民一般
◎申込方法◎ 三重県生涯学習センター窓口、電話・FAX、郵送、E-mail、
またはHPから
◎申込・問合せ◎ 三重県生涯学習センター／☎059-233-1151・FAX 059-233-1155
E-mail：manabi-kouza@center-mie.or.jp
URL http://www.center-mie.or.jp/manabi/

● 肝がん撲滅運動記念講演会「市民公開講座」
大切にしよう
！あなたの肝臓 −糖尿病や脂肪肝も危険!!−
◎開催日◎ 平成30年7月28日
（土） ◎会場◎ 三重大学医学部総合医学教育棟 第三講義室
◎受講料・定員◎ 無料
（申込不要）
・300名
◎受講対象者◎ 市民一般ならびに患者、医療従事者
◎問合せ◎ 三重大学医学部附属病院肝炎相談支援センター／☎059-231-5756

■ 特別講演「がんは
『運』
である？」

徹
（大阪大学大学院医学系研究科病理学・教授）

■ 講演1

◎講師◎ 小倉

■ 講演2

◎講師◎ 杉本龍亮
（三重大学医学部附属病院消化器・肝臓内科・助教）

英
（三重大学医学部附属病院消化器・肝臓内科・助教）

● 第36回三重大学工学部建築学科「建築展2018」
◎受講料◎ 無料
（申込不要） ◎受講対象者◎ 建築に興味のある学生・市民・専門家
◎問合せ◎ 工学部 浅野聡／☎059-231-9441

①「建築展2018」卒業設計＋修士設計展

◎開催日◎ 平成30年8月1日
（水）
〜8月5日
（日）
9：30〜17：00
※1日は13：00より開催、5日は15：00終了
◎会場◎ 三重県立美術館 県民ギャラリー ◎定員◎ 自由参加

②建築展特別講演会「進化する箱の家 1995〜2018」

◎講師◎ 難波和彦
（東京大学名誉教授、難波和彦+界工作舎代表）
◎開催日◎ 平成30年8月4日
（土）
13：30〜15：30
◎会場◎ 三重県立美術館 講堂 ◎定員◎ 150名
（当日先着順）

● 第21回リフレッシュ理科教室「不思議な光の世界」
同時開催：親のための理科教室
◎講師◎ 三重大学大学院工学研究科教員他
◎開催日◎ 平成30年8月25日
（土）
※全２回同日開催
１回目10：00〜11：30、
２回目13：00〜14：30
・120名（１回につき60名）
◎会場◎ 三重大学講堂小ホール ◎受講料・定員◎ 無料（要申込）
◎受講対象者◎ 小学3年生〜中学生
◎申込方法◎ 往復はがき、Web申込 ◎申込期間◎ 平成30年7月2日〜7月30日
◎申込・問合せ◎ 工学部 藤原裕司／E-mail：fujiwara@phen.mie-u.ac.jp
URL http://www.ne.phen.mie-u.ac.jp/user/RefreshRika/
※詳細は決定次第HPに掲載予定
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◎講師◎ 三重大学生物資源学研究科教員 ◎開催日◎ 平成30年9月3日
（月）
◎会場◎ 伊賀研究拠点 伊賀サテライト ゆめテクノ伊賀
（テクノホール）
◎受講料・定員◎ 無料
（要申込）
・60名 ◎受講対象者◎ 企業・団体関係者、市民一般
◎申込方法◎ メール・郵送・FAX ◎申込期間◎ 8月27日迄
◎申込・問合せ◎ 生物資源学研究科チーム／FAX 059-231-9634
E-mail：renkei@bio.mie-u.ac.jp
URL http://www.bio.mie-u.ac.jp/ ※詳細は決定次第HPに掲載予定

●三重大サイエンスカフェ
◎時間◎ 15：00〜17：00（開場14：30） ◎会場◎ 津駅前 伊勢門本店【ＥＢＩ
ＩＲＯ】ソシアビル１Ｆ
◎受講料・定員◎ 500円ドリンク付
（要申込）
・先着40席限定
（定員になり次第締切）
◎受講対象者◎ 市民一般 ◎申込方法◎ FAXまたはE-mail
◎申込・問合せ◎ 研究推進チーム／☎059-231-9704・FAX 059-231-9705
E-mail：ken-sokatu@ab.mie-u.ac.jp
【開催予定】
第23回 ◎講師◎ 吉丸雄哉
（人文学部・准教授） ◎開催日◎ 平成30年9月4日
（火）
（火）
第24回 ◎講師◎ 宮﨑多恵子（生物資源学研究科・准教授）◎開催日◎ 平成30年11月27日
第25回 ◎講師◎ 増田智恵
（教育学部・教授） ◎開催日◎ 平成31年3月5日
（火）
※講演者は事情により変更する場合がありますのでご了承ください。

●生物資源学部創立30周年記念イベント
◎講師◎ 天野秀臣
（三重大学名誉教授）
、梅川逸人
（生物資源学研究科長）
◎開催日◎ 平成30年9月8日
（土）
14：00〜
◎会場◎ 記念講演会：生物資源学部大講義室、祝賀会：生協第一食堂
◎参加料・定員◎ 記念企画：無料
（申込不要）
・200名、祝賀会：3000円
◎参加対象者◎ 三重大学農学部・水産学部・生物資源学部・生物資源学研究科の卒業生、市民一般
◎申込方法◎ メール・郵送・FAX ◎申込期間◎ ８月３１日迄
◎問合せ◎ 生物資源学研究科チーム総務担当／☎059-231-9626・FAX 059-231-9634
E-mail：bio-somu@ab.mie-u.ac.jp
ＵＲＬ http://www.bio.mie-u.ac.jp/ ※詳細は決定次第HPに掲載予定

●人文学部「公開講座」
・
「公開ゼミ」
◎会場◎ 三重大学人文学部 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎申込方法◎ 電話、FAX、E-mail ◎申込期間◎ ８月１日〜各開講日の５日前まで
◎申込・問合せ◎ 人文学部チーム総務担当／☎059-231-6991,9196・FAX 059-231-9198
E-mail：info-hum@ab.mie-u.ac.jp
※詳細については、決定次第、人文学部HPに掲載予定です。

■ 公開講座 ◎受講料・定員◎ 無料・自由参加（要申込）
①創作メルヒェンの誕生−−「もう一つの世界」に込められたもの ◎講師◎ 菅 利恵（人文学部・准教授）
◎開催日◎ 平成30年9月10日
（月）
10：30〜12：00
②前近代ヨーロッパにおけるカーニヴァル ◎講師◎ 村上直樹
（人文学部・教授）
◎開催日◎ 平成30年9月27日
（木）
14：40〜16：10
（人文学部・准教授）
③言語コミュニケーションにおける論理と推論について ◎講師◎ 澤田 治
◎開催日◎ 平成30年10月2日
（火）
10：30〜12：00
④個人情報保護法と地域活動における対応 ◎講師◎ 岩﨑恭彦
（人文学部・准教授）
◎開催日◎ 平成30年10月4日
（木）
13：00〜14：30
⑤農産物貿易自由化による弊害を考える−−資源・環境問題の側面に注目して ◎講師◎ 森 久綱（人文学部・教授）
◎開催日◎ 平成30年10月10日
（水）
18：00〜19：30
⑥人生に「正しい選択」は存在するか ◎講師◎ 薄井尚樹
（人文学部・准教授）
◎開催日◎ 平成30年12月5日
（水）
16：20〜17：50

■ 公開ゼミ ◎受講料・定員◎ 無料・原則２０名（定員まで先着順に受け付けます）
①国立大学がかかえる諸問題−−市民との協力・連携のあり方 ◎講師◎ 前田定孝（人文学部・准教授）
◎開催日◎ 平成30年10月17日
（水）
、10月24日
（水）
／19：00〜20：30
②前近代中国における権力を握った女性 ◎講師◎ 酒井恵子
（人文学部・准教授）
◎開催日◎ 平成30年10月19日
（金）
、10月26日
（金）
／13：00〜14：30

●パープルリボン2018 in 津 ウォーク＆セミナー
◎開催日◎ 平成30年9月16日
（日）
◎会場◎ 第一部【ウォーク】三重大学構内、第二部【セミナー】三重大学講堂
（三翠ホール）
◎受講料・定員◎ 無料
（申込不要）
・先着各400名 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 医学部附属病院肝胆膵・移植外科学／TEL 059-232-1111
（代）
URL http://www.hosp.mie-u.ac.jp/pancan/index.html
※詳細は決定次第URLに掲載予定

●三重大学医学部附属病院リウマチ・膠原病センター
開設1周年記念市民公開講座『リウマチ、膠原病ってどんな病気？』
◎講師◎ 中島亜矢子
（医学部・教授）
、山中 寿
（東京女子医科大学・教授）
◎開催日◎ 平成30年9月17日
（月・祝） ◎会場◎ 三重県文化会館 小ホール
◎受講料・定員◎ 無料
（要申込）
・250名
◎受講対象者◎ リウマチ膠原病性疾患に興味のある市民および患者さん
◎申込方法◎ 郵便・メール ◎申込期間◎ 8月31日迄
◎申込・問合せ◎ 医学部附属病院リウマチ・膠原病センター／☎059-231-5729
E-mail：mierheum@clin.medic.mie-u.ac.jp

● 生物資源学部

公開講座「次世代農業のための農業工学」

◎講師◎ 三重大学生物資源学研究科教員
◎開催日◎ 平成30年9月22日
（土）
、23日
（日） ◎会場◎ 生物資源学部大会議室
◎受講料・定員◎ 無料
（要申込）
・50名 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎申込方法◎ メール・郵送・FAX ◎申込期間◎ 9月14日迄
◎申込・問合せ◎ 生物資源学研究科チーム／FAX 059-231-9634
E-mail：bio-somu@ab.mie-u.ac.jp
ＵＲＬ http://www.bio.mie-u.ac.jp/ ※詳細は決定次第HPに掲載予定

● 家族で体験☆三重でおいしく
！楽しく健康！
〜みえ糖尿病県民公開講座〜
◎開催日◎ 平成30年9月24日
（月・祝）
◎会場◎ 三重県総合文化センター 多目的ホール、知識の広場など
（事前申し込み優先） ◎受講対象者◎ 市民一般
◎受講料・定員◎ 無料・200名
◎申込方法◎ WEB、
メール、
ハガキ ◎申込期間◎ 9月10日迄
◎申込・問合せ◎ 医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科／☎059-232-1111
（代表）
E-mail：info@mie-dm.net
※詳細はホームページ
「みえ糖尿病サポートねっと」
にてご確認ください

● 第16回青少年のための科学の祭典・三重大学大会
同時開催：第12回サイエンスonステージ
◎開催日◎ 平成30年11月3日
（土）
13：00〜17：00、4
（日）
10：00〜16：00
◎会場◎ 三重大学講堂
◎出展者◎ 三重大学教員・学生、中学校・高校教員、高校生、科学ボランティア
（申込不要）
・自由参加 ◎受講対象者◎ 小学生、保護者、市民一般
◎受講料・定員◎ 無料
◎問合せ◎ 教育学部 後藤太一郎／☎059-231-9260
ＵＲＬ http://sci.edu.mie-u.ac.jp/

● 教養教育院「公開講座」
「教養教育ウィーク −Refresh教養!!−」最大8講座受講可
◎会場◎ 三重大学教養教育校舎 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎受講料・定員◎ 資料代５００円
（１講座でも8講座でも同一料金）
※要申込・先着５０名
◎申込・問合せ◎ 教養教育院チーム／☎059-231-9841、9827・FAX 059-231-9353
E-mail：kyoyosomu@ab.mie-u.ac.jp
URL http://www.ars.mie-u.ac.jp/ ※詳細は教養教育院HPにて掲載します。
①神経発生学の扉 ―ものを覚える時、脳内で何が起きるのか―
◎講師◎ 太城康良
（教養教育院・准教授）
◎開催日◎ 平成30年11月12日
（月）
10：30〜12：00
②私たちは如何にして心配しながら
「官僚」を愛するようになったか
◎講師◎ 中谷直司
（教養教育院・特任准教授）
◎開催日◎ 平成30年11月12日
（月）
13：00〜14：30
③味と匂の生理学 ◎講師◎ 玉利健悟
（教養教育院・特任講師）
◎開催日◎ 平成30年11月12日
（月）
14：40〜16：10
④千島列島の自然史 ◎講師◎ 福田知子
（教養教育院・特任講師）
◎開催日◎ 平成30年11月14日
（水）
10：30〜12：00
⑤音楽の科学 ◎講師◎ 野呂雄一
（教養教育院・教授）
◎開催日◎ 平成30年11月14日
（水）
13：00〜14：30
⑥ネパール「母国の事情」 ◎講師◎トゥラダール アスタ
（教養教育院・助教）
◎開催日◎ 平成30年11月16日
（金）
10：30〜12：00
⑦意思決定の心のクセ ◎講師◎ 南 学
（教養教育院・教授）
◎開催日◎ 平成30年11月16日
（金）
13：00〜14：30
⑧黙示録的想像力（アポカリプティック・イマジネーション）
〜現代英米文学が描く
「世界の終わり」 ◎講師◎ 平川 和
（教養教育院・特任講師）
◎開催日◎ 平成30年11月16日
（金）
14：40〜16：10

●三重大学医学部附属病院感染制御部「公開講座」
上手に付き合おう
「バイキン」と「クスリ」〜肺炎についてもっと知ろう！〜
◎講師◎ 高橋佳紀
（附属病院感染制御部・副部長）
、他
◎開催日◎ 平成30年11月23日
（金・祝）
9：30〜11：30
◎会場◎ アスト津 アストホール
（津市羽所町700）
◎受講料・定員◎ 無料
（要申込）
・200名 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎申込方法◎ FAX・メール ◎申込期間◎ 11月16日迄
◎申込・問合せ◎ 医学部附属病院感染制御部／
☎059-231-5714・FAX 059-231-5704
E-mail：kansen@clin.medic.mie-u.ac.jp
（担当：新居）
ＵＲＬ http://www.mie-icnet.org/ ※詳細は決定次第HPに掲載予定

● 医学部「公開講座」
◎開催日◎ 平成30年秋頃開催予定 ◎会場◎ 三重大学医学部
◎受講料・定員◎ 無料
（要申込）
・100名 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎申込方法◎ 郵送・FAX・メール ◎申込期間◎ 未定
◎申込・問合せ◎ 医学・病院管理部総務課総務係／
☎059-231-5428・FAX 059-232-7498
E-mail：s-soumu@mo.medic.mie-u.ac.jp
ＵRL http://www.medic.mie-u.ac.jp/event/opensemi.php
※詳細は決定次第URLに掲載予定

メールマガジンのご案内
三重大学では、地域の皆様への情報発信の一環として、
メールマガジン
を配信しています
（発行：毎月1回）
。各種イベント、教育・研究活動上のトピ
ックスなど、三重大 に関する情報を広く学外へ紹介しています。多くの
方々からのご意見・ご提言もいただきながら、地域とともに発展していきたい
と考えています。

皆様のご登録を心からお待ちしています。
配信お申込み方法

◎講師◎ 仲野

●生物資源学研究科 社会連携・地域連携推進室合同企画
第1回環境農林水産フォーラムin伊賀

Information

次の事項をご記入の上、下記メールアドレスまでメールをお送りください。
1.メールのタイトルは
『メールマガジン希望』
と記入してください。
2.メールの本文に、以下の事項を添えてください。
① 配信先メールアドレス ② 氏名

koho.m-maga@ab.mie-u.ac.jp

できる限りパソコンのメールアドレスをご登録ください。携帯電話の場合、
受信文字数の関係上、
内容を一部省略させていただくことになります。

三重大学公式SNS
（Facebook、Twitter）を始めました！
三重大学ホームページから
アイコンをクリック！

「いいね！」や、
フォローを
してね☆

「＠MieUniversity」
で検索！
YouTubeサイト内で
「mieuniversityweb」
と検索！
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