
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和元年 10 月 7 日配信） 

 

京都市地域企業未来力会議参加者等  各位 

 

 いつもお世話になり，ありがとうございます。  

 メールマガジンを配信します。  

 

 会議の情報や京都市からのお知らせのほか，皆様からの掲載希望も受け付けて  

いますので，イベントやセミナーの御案内，新商品の御案内，自社での取組の周  

知など掲載内容を事務局までお知らせください！  

 

【目次】================================================================ 
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☆ 参加企業等からのお知らせ  

(5)【畑活 × 食の循環】☆中嶋農園 さつまいも植え＆いもほり体験☆ 

≪株式会社中嶋農園，ＫＧＰＮ≫  

(6)登壇企業募集「知恵産業オープンイノベーションピッチ」   

   ～出会い，交わる“京創の場”～  

≪京都商工会議所≫ 

(7)シンポジウム「企業活動と芸術の来るべき関係」の開催について  

≪KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会≫  

 

========================================================================= 

【本文】  
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☆ 事務局からのお知らせ  
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(1)地域企業未来力会議ニュースレター第１３号の発行について   

 

令和元年度第２回未来力会議の内容（９月１０日開催）を掲載した，ニュース  

レター第１３号を発行しましたので，お知らせします。  

皆様，ぜひ御覧ください。御参加いただいた皆様，ありがとうございました。  

 

 ▼地域企業未来力会議ニュースレターはこちら  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000204982.html  

 ▼京都・地域企業応援プロジェクト WEB サイトはこちら  

  https://community-based-companies.kyoto/  

 ▼未来力会議 facebook はこちら  

  https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

 ▼過去の会議資料等  

  https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html  

 ▼メールマガジンのバックナンバー  

  http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000204982.html
https://community-based-companies.kyoto/
https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html
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☆ 京都市からのお知らせ  
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(2)京都市ベンチャービジネスクラブ１０月例会  

「SDGs を体感・体験しよう！～ SDGs カードゲームによるワークショップ～」  

≪産業観光局≫ 

 

高度な技術や，独創的な経営活動で成長を続けるベンチャー企業の交流組織で  

ある京都市ベンチャービジネスクラブ（ＫＶＢＣ）では，このたび「ＳＤＧｓを  

体感・体験しよう！～ＳＤＧｓカードゲームによるワークショップ～」と題した  

ワークショップを開催します。  

このワークショップは，どなたでも御参加いただけますので，多くの皆様のお  

申込みをお待ちしております。  

 

■日 時 令和元年１０月１６日（水） 午後６時～午後８時３０分  

■場 所 京都経済センター６階 ６－Ｇ会議室  

      京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８番地  

■内 容 

「SDGs を体感・体験しよう！～ SDGs カードゲームによるワークショップ～」  

     講師 SA・KURA 企画事務所 代表 橋本かおり 氏 

■参加費 無 料 

■定 員 ５０名（申込先着順：定員になり次第締切）  

■申込について  

 ア 申込方法  

   下記申込フォームまたはＦＡＸでお申込みください。  

    申込フォーム：http://www.kvbc.jp/schedule/request_k.html 

ＦＡＸでお申し込みの場合は，  

①お名前，②会社名・所属，③電話番号を明記して，下記申込・問合せ先に  

送信してください（様式自由）。  

 イ 申込締め切り  

令和元年１０月９日（水）  

■問合せ先  

ＫＶＢＣ事務局（京都市産業観光局新産業振興室  担当：野村） 

 ＴＥＬ：０７５－２２２－３３２４  

 ＦＡＸ：０７５－２２２－３３３１  

 

-------------------------------------------------------------------------  

(3)第７回  令和元年度  知恵創出“目の輝き”成果発表会  

～併催：京都市産業技術研究所  研究成果発表会～  

≪産業観光局≫  

 

 (地独)京都市産業技術研究所では，当研究所が技術支援等を行い，「伝統技術と  

先進技術の融合」や「新たな気づき」といった知恵産業をキーワードに製品化・  

事業化に結び付いた企業４社を新たに知恵創出“目の輝き”企業として認定し，  

認定証の授与式及び成果発表会を開催します。  

また，当研究所の研究成果発表会も併せて開催します。多数の御参加をお待ち  

しております。  

  

■日 時 令和元年１１月１３日（水）  

１３：３０～１７：００  （交流会  １７：２０～１９：００）  

■場 所 からすま京都ホテル（京都市下京区烏丸通四条下る）  

■内 容  

１３：３０ 開会・認定企業への授与式等  

１４：２５ 認定企業による成果発表  

http://www.kvbc.jp/schedule/request_k.html


・今河織物株式会社「独創的な意匠を備えた片側紗風通織物の開発と商品化」  

  ・佐々木化学薬品株式会社「クロム系硬質皮膜用除膜液の開発」  

  ・株式会社増田德兵衞商店「清酒酵母『京の華』を使用した新規清酒開発」  

  ・メテック株式会社「環境調和型スペキュラム（銅 -スズ）合金めっき技術の開発」   

１５：５５ 京都市産業技術研究所による研究成果発表  

１７：２０ 交流会 

■参加費 無料（交流会参加費：3,000 円) 

■締切日 １１月６日（水）  

■申込方法・内容詳細   

http://tc-kyoto.or.jp/info/news/post-298.html  

 FAX 又は E-mail にてお申込みください。  

■お問合せ・申込先  

 〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町 91 番地 

 (地独)京都市産業技術研究所 知恵産業融合センター（担当：廣岡，梶原）  

 TEL：075-326-6100 FAX：075-326-6200 

E-mail：event_chie@tc-kyoto.or.jp 

 

------------------------------------------------------------------------- 

(4)～CRISPR（クリスパー）の発見で著名な石野教授がご登壇されます！～  

ASTEM30 周年記念講演会のお知らせ   

≪産業観光局≫ 

 

 公益財団法人京都高度技術研究所（ＡＳＴＥＭ）は，平成元年１０月，京都リサ  

ーチパーク（ＫＲＰ）地区のオープンと同時に開所し，今年で３０年を迎えます。  

これを記念して，九州大学大学院農学研究院  石野良純教授をお招きし，記念講  

演会を開催します。  

 企業内研究者として出発し，基礎研究を社会に還元する視点を持ち続ける石野教授。  

今，飛躍的に進展を遂げるゲノム編集技術の基礎となったＣＲＩＳＰＲ（クリスパー）  

の発見など，これまでの研究を振り返り，イノベーションに挑戦するヒントをいた  

だきます。  

 学生やベンチャー起業家等の方々にとって，最先端の研究に触れるとともに，未  

来を創造する志を強める貴重な機会となるでしょう。多くの皆様の御参加をお待ち  

しています。  

 

■日 時  令和元年１０月２９日（火）１４:３０～１５:５０（受付１４:００～） 

■会 場  京都リサーチパーク（ KRP）西地区４号館ルーム２  

      （京都市下京区中堂寺粟田町 93） 

■内 容 

１４：３０～ 開会あいさつ  

１４：４０～ 講演（講演 60 分，質疑 5 分） 

 「これまでの研究を振り返って～イノベーションに挑戦するために必要なこと～」  

  講師 九州大学大学院 農学研究院 教授 石野良純 氏 

１５：４５～  閉会 

 

■対象者  学生，若者，ベンチャー起業家，中小企業経営者の方々 

      ※どなたでも御参加いただけます。  

■参加費  無料 

■定 員  先着 100 名（事前申込必要）  

■申込期間 令和元年 10 月 1 日（火）～10 月 21 日（月）定員になり次第締切  

■詳細・申込  https://www.astem.or.jp/anniv30th/event191029  

■主 催  公益財団法人京都高度技術研究所  

■後 援  京都リサーチパーク株式会社  

【お問合せ先】  

公益財団法人京都高度技術研究所  総務部（担当：川上・湯浅）  

 TEL：075-315-3625(代) <平日 9～17 時> 

 

http://tc-kyoto.or.jp/info/news/post-298.html
https://www.astem.or.jp/anniv30th/event191029
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☆ 参加企業等からのお知らせ  
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(5)『畑活 × 食の循環』☆中嶋農園 さつまいも植え＆いもほり体験☆ 

≪株式会社中嶋農園，ＫＧＰＮ≫ 

 

伏見区向島の中嶋農園は，京都市内の飲食店や弁当店に新鮮な米や野菜を直接  

届けています。このお店で出る生ごみを農園に戻し，堆肥化して畑にまいて野菜  

を育てる循環型農業の試みを始めました。   

さつまいもを掘って，畑で焼いて，味わって，あなたも「食の循環」に参加し  

てみませんか！  

 

【春／さつまいも植えとにんにく収穫】  →5 月に終了しました！   

【秋／いもほり・やきいも】  →参加者募集中！  

 

■令和元年１０月２６日(土)１０：００～１３：００ごろ※予備日１０月２７日(日)  

■場所：中嶋農園の畑（伏見区向島）  ※向島駅から徒歩 5 分  

■追加募集：２０人程度（先着順）   

■参加費(１０月だけの参加者)：  

大人 1 人 3,000 円 

（さつまいも収穫５株分＋農産物お土産＋昼食１回分＋保険代など）  

同伴の子ども１人 1,000 円 

（昼食１回分＋保険代）※昼食不要のお子さまは無料   

 

※昼食は【中嶋農園の新米ごはんとぬか漬け・遊食邸の豚汁・やきいも】を  

ご用意します。  

※大人の参加費の一部は，中嶋農園の「食の循環プロジェクト」の推進資金と  

させていただきます。   

 

■申込：１０月２０日(日)までに申込サイト（こくちーず）からお申し込み下さい。   

https://kokucheese.com/event/index/578731/  

 

【問合せ先】 

中嶋農園 食の循環体験イベント 事務局  

ＫＧＰＮ事務局内   

メール kgpn@dolphin.ocn.ne.jp <mailto:kgpn@dolphin.ocn.ne.jp>  

TEL 075-708-8551（当日連絡可能） FAX 075-708-8062  

主催：株式会社 中嶋農園  共催：ＫＧＰＮ  

 

------------------------------------------------------------------------- 

(6)登壇企業募集「知恵産業オープンイノベーションピッチ」   

  ～出会い，交わる“京創の場”～  

≪京都商工会議所≫ 

 

 京都商工会議所では，自社のビジネスモデルについて大手・中堅企業やベンチ   

ャーキャピタル，金融機関等に対してプレゼンテーションする機会を提供し，事  

業マッチングや資金調達を促進し，さらなる成長・発展につなげます。新たな価   

値を提供しようとするベンチャー企業は是非ご応募ください。   

 

■期 間 募集中～令和元年１０月２５日（金）１７:００必着  

■詳細，お申込は下記 URL にてご確認ください。  

  https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_112177.html  

 

【お問合せ先】  

 京都商工会議所 中小企業支援部    

 創業・事業承継推進課  

 TEL 075-341-9782  

 

https://kokucheese.com/event/index/578731/
mailto:kgpn@dolphin.ocn.ne.jp
mailto:kgpn@dolphin.ocn.ne.jp
https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_112177.html


------------------------------------------------------------------------- 

(7)シンポジウム「企業活動と芸術の来るべき関係」の開催について  

≪KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会≫  

 

世界各地で開催されている芸術祭の多くは，社会とのつながりを考え，より良い  

関係の構築を模索しながら継続的発展を目指しています。一方で，企業は社会と企  

業自身の相乗的な発展のために文化芸術分野をはじめとする独自の  CSR を行って  

います。では，アートと企業の双方にとって有効な関係とはどのようなものなので  

しょうか。  

「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－」と「 KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭」  

がコラボレーションし，長年の実践者たちの個別のアプローチを元に，アートと企  

業の有効な関係について考えるシンポジウムを開催します。  

 

■日 時 令和元年１０月１６日（水）午後６時～午後８時  

■場 所 CEOmake KYOTO 

（京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町 251-2-2F／地下鉄「四条駅」より徒歩 3 分） 

■登壇者  

片山正夫  

（公益財団法人セゾン文化財団理事長／公益法人協会理事・法制委員長）  

芝川能一 

（千島土地株式会社代表取締役社長／一般財団法人おおさか創造千島財団理事長）  

平竹耕三  

（KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会プロデューサー／ロームシアター  

京都館長）  

 

■ファシリテーター  

橋本裕介  

（KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会  チーフディレクター／  

KYOTO EXPERIMENT  プログラムディレクター／ロームシアター京都プログラム  

ディレクター）  

■参加料 無料 ※事前申込優先  

■申込方法  

(1)申込先 

KYOTO EXPERIMENT 事務局／電話 ０７５－２１３－５８３９  

(2)必要事項  

氏名（ふりがな），メールアドレス，電話番号，申込人数  

 

なお，以下のフォームからも申し込みいただけます。  

https://kyoto-ex.jp/2019/events/symposium-kyoto-steam/  

 

■主催 

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会  

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭実行委員会  

■会場提供  

一般社団法人日本 CEO 協会 

 

************************************************************************  

※ このメールマガジンは，京都市地域企業未来力会議に御参加いただいた方や  

 事務局が個別に名刺交換させていただいた方にお届けしています。  

  配信の停止を希望される方やメールアドレスの変更は，お手数ですが事務局  

 までメールにて御連絡くださいますようお願いします。  

************************************************************************ 

※ メールマガジンは月３回程度の配信を予定しています。  

  皆様からの掲載内容も随時受け付けています。  

  御希望の場合は事務局まで御連絡ください。  

************************************************************************  

 発行：京都市地域企業未来力会議  事務局 

   （京都市産業観光局 商工部 地域企業振興課）  

https://kyoto-ex.jp/2019/events/symposium-kyoto-steam/


    〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

     TEL 075-222-3329  FAX 075-222-3331 

     URL https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

     MAIL chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp  

************************************************************************ 

https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
mailto:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

