日時・会場
9 月 6 日（水）

7F 講義室 703

公開講座の名称

平成 29 年度

懐徳堂古典講座

禅竹と世阿弥周辺の能を読む
講師 : 天野 文雄 氏
（京都造形芸術大学舞台芸術研究センター所長・大阪大学名誉教授 )

18:00 ～ 19:30
9 月 7 日（木）

2F 講義室 201

◆お問合せは：（財）懐徳堂記念会事務局 〒560-8532 豊中市待兼山町 1-5 大阪大学文学部内
Tel： 06-6843-4830
Fax： 06-6843-4850
URL： http://www.let.osaka-u.ac.jp/kaitokudo/
（科学研究費補助金 基盤研究 (B) プロジェクト：「多層的な民族共生への道 :ドナウ中流域とＥＵ統合」、ハンガリー学会、共催）

International Workshop
Re-thinking the Transboundary Symbiosis over the Danube in Japan
−Based on a Five Year Joint Project ‒

D. Kováč、 G. Dudeková、 Y. Kambara、 Z. Árendás
10:00 ～ 17:00
9 月 8 日（金）

10F メモリアル
ホール

14:00 ～ 16:30

9 月 8 日（金）

7F 講義室 703

13:40 ～ 16:40

◆お問合せ ： 飯尾唯紀 （メールアドレス ： iio@josai.ac.jp）

「CANNES LIONS 2017」報告会
第1部
田中 耕一郎 氏 クリエイティブディレクター / 株式会社 PROJECTOR 代表
第2部
石井 うさぎ 氏 株式会社博報堂 クリエイティブディレクター

◆参加費：無料（要事前申込）
◆定員：150 名（先着順） 9/1 締切
◆申込方法：下記の大阪広告協会ＨＰ、申込フォームよりお申込ください。
◆お問合せ：公益社団法人 大阪広告協会 06-6441-6180（平日 10:00 ～ 16:00）
◆詳細は大阪広告協会ＨＰをご覧ください。http://www.osaka-ad.or.jp/lecture-symposium/lecture/2017/07/6163.html

2017 著作権セミナー

第一部
第二部

大阪会場

著作権法入門 〜著作物の定義と権利の制限〜
入試問題の著作権処理実務 〜スムーズな著作権処理のためのポイント〜
講師：日本著作権教育研究会 事務局長 内田 弘二

◆定 員 ： 80 名 ( 申込受付順、定員に達し次第締切らさせて頂きます )
◆参加費： 無料 ( 要事前申込 )
◆参加方法： 参加申込書 を FAX（0467-38-1591）にてご返信ください（申込締切 9 月 4 日（月））
◆主催： 一般社団法人 日本著作権教育研究会
◆お問合せ： 日本著作権教育研究会事務局・電話又はメール TEL. 0467-38-1590
◆詳細・申込書はＨＰより 日本著作権教育研究会ＨＰ http://www.jcea.info/wn043.html
知的財産セミナー （中級・商標編）

9 月 8 日（金）

「最新の裁判例・改正法に基づく商品・
パッケージのデザイン、商標の保護と最適な権利取得」
5F 講義室 507
【講 師】青木 博通 氏（ユアサハラ法律特許事務所 ﾊﾟｰﾄﾅｰ弁理士）
10:00 ～ 17:00

お問い合わせは 一般社団法人大阪発明協会 企画サービスグループ

詳しくはホームページ http://www.jiiiosaka.jp/ をご覧ください。
TEL ： 06-6479-1926
FAX : 06-6479-3930
メール : kensyu@jiiiosaka.jp
平日開催

土曜日開催

日、祝開催

チラシに関するお問合せは、大阪大学中之島センター事務室 TEL：06－6444－2100 FAX：06－6444 ー 2338
※公開講座のお申込・お問合せは、各講座のホームページ又はお問合せ先にご確認くださいませ。

主催：公益社団法人 大阪技術振興協会

安全・防災シンポジウム 2017

9 月 10 日（日）

4F 講義室 405

13:30 ～ 16:30

9 月 11 日（月）

後援：公益社団法人 日本技術士会近畿本部

開会あいさつ
講演１：「河川氾濫からの防災」（仮題）
講演２：「ため池整備の現状」（仮題）
講演３：「九州豪雨から考える防災」（仮題）
総合討議，まとめ
閉会あいさつ

理事長 岸田
芦田
浦
飯田

順三
義則
博善
茂隆

細谷 陽三

◆参加費： 1,000 円（テキスト、コーヒー付）
◆参加申込： メールまたはファックス
〒550-0004 大阪市西区靭本町 1-8-4 （公社）大阪技術振興協会
FAX: 06-6444-4818（電話： 06-6444-4798）Email: 504@otpea.or.jp 科学・技術普及委員会行事実行事務局 細谷宛
◆申込締切日： 平成 29 年 9 月 7 日（木）定員 40 名を超えると締切りになります。
◆詳細はＨＰをご覧ください。 公益社団法人 大阪技術振興協会ＨＰ http://www.otpea.or.jp/

シアトロクラシー――観客の美学と政治学
講師：クリストフ・メンケ、梶原将志、海老根剛、柿木伸之、石田圭子
（講演順）

5F 講義室 507

11:00 ～ 18:00

このシンポジウムでは、 哲学・文学の歴史のなかで 「観客」 がどのように論じられてきたのか、
また 「観客」 から考えると芸術にどのような可能性があるのか議論します。
発表はドイツ語または英語で行われますが、 発表内容の日本語訳を配布します。
また日本語で質疑に参加することも可能です。

◆お問合せ ： 大阪大学大学院文学研究科 美学研究室 ・ 田中均
電話 ： 06-6850-6111 （代表） メール ： h_tanaka@let.osaka-u.ac.jp
◆詳細は Facebook ページをご覧ください。 https://www.facebook.com/handaibigaku/

9 月 13 日（水）

心と体の健康
9 .13 ［水］ 髙 倉伸 幸
前期テーマ

微生物病研究所
教授

7F 講義室 703

血管の老化予防とアンチエイジング制御
18:30 ～ 20:00

9 月 15 日（金）

■お問い合わせ先：大阪大学 企画部男女協働推進・社学連携課社学連携係
Tel：06-6850-8278 （土日祝を除く9:00 ～ 17:00。 8 月14日～ 16 日を除く）
■詳細・お申込方法はＨＰをご覧ください。URL: http://21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/koukaikouza/h29

日本品質管理学会 関西支部 第 115 回研究発表会
特別講演

7F 講義室 702
7F 講義室 703

10:00 ～ 17:00

「滋賀大学で始まったデータサイエンティストの組織的育成」
竹村 彰通 氏 （滋賀大学 データサイエンス教育研究センター長）
◆参加費 ： 学会員 3,000 円、 非会員 6,000 円、 準会員 1,000 円、 一般学生 2,000 円 ＊当日払い
◆申込方法 ： 会員 No. ・ 氏名 ・ 年齢 ・ 勤務先 ・ 所属 ・ 連絡先 （住所 ・ TEL ・ FAX ・ E-Mail） を明記の上、
関西支部事務局まで E-mail または FAX にてお申し込みください。
◆お問合せ ： 日本品質管理学会 関西支部
TEL. 06-6341-4627 FAX． 06-6341-4615 E-mail． kansai@jsqc.org
◆詳細はＨＰをご覧ください。 一般社団法人 日本品質管理学会 http://www.jsqc.org/index.php
平日開催

チラシに関するお問合せは、大阪大学中之島センター事務室

TEL：06－6444－2100

土曜日開催

日、祝開催

FAX：06－6444 ー 2338

※公開講座のお申込・お問合せは、各講座のホームページ又はお問合せ先にご確認くださいませ。

