平成 30 年 1 月吉日

一般財団法人 渥美和彦記念財団 未来健康共生社会研究会
第 10 回公開シンポジウム開催 ご案内
この度、一般財団法人 渥美和彦記念財団 未来健康共生社会研究会第 10 回公開シンポジウ
ムを、下記日程および会場において、開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。
シンポジウムの開催内容につきましては、別紙、プログラムをご参照下さい。
皆様の奮ってのご参加を、心よりお待ち致しております。
◎お申し込みの締切は、2 月 23 日(金)と、させて頂きます。
※尚、誠に勝手とは存じますが、会場の関係上、先着 100 名様までとさせて頂きます。
記
【開催日時】 2018 年 3 月 4 日(日)
12：30 受付・13：00 開演・18：00 懇親会
【開催場所】 東京大学医学部教育研究棟 13 階 第６セミナー室
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_02_09_j.html

【懇親会場】 ホテル機山館 http://kizankan.co.jp/
本郷 3 丁目交差点より、徒歩１分
【会場地図】
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少子高齢社会における未来型の
健康な住居とコミュニティの創成
【日時】2018 年 3 月 4 日 日

12 時半受付開始

13 時開演

※ 懇親会 18 時〜

【会場】東京大学医学部教育研究棟 13 階 第 6 セミナー室【懇親会会場】ホテル機山館
〒113-8654 ⽂京区本郷 7-3-1

東京⼤学本郷キャンパス

講演プログラムご紹介
13:00 〜 13:05

本郷三丁⽬交差点より徒歩 1 分

シンポジウムコーディネーター ⻑澤 泰
未来健康共⽣社会研究会 住環境部会⻑
東京⼤学・⼯学院⼤学名誉教授

開会の辞

渥美和彦記念財団 理事⻑、東京⼤学 名誉教授 渥美 和彦
13:05 〜 13:10

シンポジウムの概要ご案内

東京⼤学・⼯学院⼤学 名誉教授 ⻑澤 泰
13:10 〜 13:15

セッション 1「ZEH
「ZEH 住宅からコミュニティに拡がる健康な住環境」

座⻑：ナイスパートナーズ会⻑、未来健康共⽣社会研究会 住環境部会幹事 ⽔野 統夫
13:15 〜 13:55

講演「⽇本の暮らしを省エネ
「⽇本の暮らしを省エネ 快適 健康 に 〜住宅の性能向上で変わる⽇本の家〜」

東京⼤学 ⼯学系研究科 建築学専攻 准教授 前 真之
13:55 〜 14:35

講演「超⾼齢社会での居場所づくりとコミュニティ」
「超⾼齢社会での居場所づくりとコミュニティ」

東京⼤学 ⼯学系研究科 建築学専攻 教授 ⼤⽉ 敏雄
14:35 〜 14:40

セッション 2「未来型多世代共⽣コミュニティの果たす役割」
「未来型多世代共⽣コミュニティの果たす役割」

座⻑：現代建築研究所 所⻑、未来健康共⽣社会研究会 住環境部会幹事 飯⽥ 修⼀
14:40 〜 15:20

講演「医療福祉がハブとなり⽣活全般を⽀援する未来のまちづくり」
「医療福祉がハブとなり⽣活全般を⽀援する未来のまちづくり」

医師･医学博⼠､MBA､京都⼤学経営管理⼤学院 特定教授、⾼齢社会街づくり研究所 顧問 岩尾 聡⼠
15:20 〜 16:00

講演「⼦育て共助・多世代交流と市⺠協働の取り組み」
「⼦育て共助・多世代交流と市⺠協働の取り組み」

株式会社 AsMama 代表、メディア掲載・受賞歴多数
16:20 〜 16:25

甲⽥ 恵⼦

セッション 3「未来健康共⽣社会創成の技術とファイナンス」
「未来健康共⽣社会創成の技術とファイナンス」

座⻑：東京⼤学・⼯学院⼤学 名誉教授 ⻑澤 泰
16:25 〜 17:05

講演「ヘルスケア関連新技術⽀援のグローバルな枠組み」
「ヘルスケア関連新技術⽀援のグローバルな枠組み」

KEIRETSU 最⾼顧問、未来健康共⽣社会研究会 住環境部会幹事 本澤 実
17:05 〜 17:35

総合討議「未来健康共⽣社会を考える」
「未来健康共⽣社会を考える」

司会：⻑澤
⻑澤 泰（前述） 演者：渥美
渥美 和彦（前述）、⽔野
⽔野 統夫（前述）、飯⽥
飯⽥ 修⼀（前述）、本澤
本澤 実（前述）
17:35 〜 17:40

閉会挨拶

渥美 和彦（前述）

18:00 〜 19:30

懇親会 ホテル機⼭館

※プログラム・内容は都合により変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
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第 10 回公開シンポジウム

-「少子高齢社会における未来型の健康な住居とコミュニティの創成」
・開催日時：平成 30 年 3 月 4 日(日) 12：30 受付 13：00 開演
・会

場：東京大学医学部教育研究棟 13 階、第６セミナー室

・懇親会場：ホテル機山館 TEL：03-3812-1211

～参加申込書～
この度は、一般財団法人渥美和彦記念財団のシンポジウムにお申込みいただき、
誠にありがとうございます。

シンポジウム参加費
懇親会費(お一人様)

10,000 円
6,000 円

【お申込みの流れ】

FAX

必要事項をご記入の上、本紙を
にてお申込みください。
会費は、当日会場にて徴収させて頂きます。
参加者数
懇親会

●シンポジウム参加

（

名）

●懇親会参加

（

名）

企業名
〒 お住所
TEL

FAX※必須

MAIL※必須

（ご担当者様名：
（フリガナ）

（役職）
（フリガナ）

参加者名

（役職）
（フリガナ）

（役職）

ご参加の方は、当日受付にてお名刺 2 枚を申し受けます。

お申込み FAX :03-5800-5030

）

