
イノベーショントーク柏の葉（1限目）

宇宙
イノベーショントーク柏の葉（2限目）

千葉大学

26日
土曜日

12：50 ～ 13：00

特別講演：
「ニュートリノで探る宇宙」
梶田隆章
東京大学 宇宙線研究所 所長
※2015年ノーベル物理学賞受賞

特別上映：
「はやぶさ/HAYABUSA」
（144分）

解説講演：
「小惑星探査機“はやぶさ”と
“はやぶさ2”の挑戦
-太陽系の起源に迫る-」
清水幸夫 JAXA学芸員

フェス開催宣言：
山下和則
三井不動産(株)
柏の葉街づくり推進部部長

司会・進行：渡辺真理
（フリーアナウンサー）

13：00 ～ 14：00

14：00 ～ 16：20

16：30 ～ 16：50

トークセッション：
清水幸夫×渡辺真理

16：50 ～ 17：10

10：00 ～ 11：00

千葉大学発ベンチャー
オムニバス講演：
①(株)ゲノムクリニック
代表取締役・医師
曽根原弘樹
②(株)サーマス
顧問・千葉大学教授
児玉 浩明

特別講演：
「千葉大学のイノベーション戦略」
徳久 剛史 千葉大学学長

司会・進行：八塩圭子
（フリーアナウンサー・東洋学園大学准教授）

11：00 ～ 12：00

9：30～ 11：30
特別協賛講演：
「進化し続ける街づくりを
支える、Microsoft の
スマートシティ戦略」
⻄脇資哲
日本マイクロソフト(株)
エバンジェリスト
(業務執行役員) 

13：30 ～ 14：15
健康落語：
立川らく朝 落語家

16：00 ～ 17：00

司会・進行：篠原晋寧
(株)CROSSASIA 代表取締役

10：00 ～ 12：00
国立がん研究センター
レディースセンター・
関本副看護部長と3先生の
オムニバス講演：
ホスト：關本翌子 副看護部長

大⻄ 達也 乳腺外科長
「Saving You～乳がんとの向き合い方」

米村 雅人 副薬剤部長
「がんに関わるお薬による体への影響」

源 典子 乳がん看護認定看護師
「乳がんのセルフチェックと家族との
関わり方」

曽根原弘樹
(株)ゲノムクリニック
代表取締役・医師
「早期発見のために心がけたいこと」

10月

13：00 ～ 14：00
「ゲノム解析：その先へ」
司会：土原 一哉
国立がん研究センター先端医療開発センター
トランスレーショナルインフォマティクス分野長

特別講演：
鈴木穣 東京大学教授

14：00 ～ 15：00
プラチナスポンサー講演：
「iPS細胞の産業利活用」
大友純 (株)日立製作所
ヘルスケアビジネスユニット
先端医療ソリューションセンター

ライフサイエンス企業の
ネットワーキング

14：30 ～ 15：30
特別講演：

「宇宙の謎からイノベーションへ」

村山 斉
Kavli IPMU 初代機構長、特別教授

13：00 ～ 14：00
特別講演：
「人間拡張とスマートシティ」
持丸正明
人間拡張研究センター 研究センター長

廣井 健人
スケルトニクス(株)代表取締役 CEO
安藤良一
AXEREAL(株)代表取締役
一般社団法人超人スポーツ協会事務局

プラチナスポンサー講演：
日本ユニシス

プラチナスポンサー講演：
「トッパンオープンイノベーション
～シンメトリー×トッパンのデジタ
ルツインの世界～」

坂田 卓也 凸版印刷(株)
新事業開発本部 戦略投資センター
沼倉 正吾

Symmetry Dimensions Inc.CEO

イノベーションミーティング柏の葉 #1

宇宙

イノベーショントーク柏の葉（3限目）

医療

27日
日曜日

イノベーショントーク柏の葉(特別講義)

スマートシティ
イノベーショントーク柏の葉（4限目）

早期発見

29日
火曜日

イノベーションミーティング柏の葉 #2
ゲノム解析/ライフサイエンス

15：00 ～ 16：00

イノベーショントーク柏の葉（5限目）

AI/スマートシティ

14：00 ～ 15：00

15：00 ～ 16：00

トークセッション：
立川らく朝×村山斉

14：15 ～ 14：30

17：00 ～ 18：00

宇宙関係企業の
ネットワーキング

Kashiwa-no-ha Innovation Fes.

開催期間：2019年 10月26日（土）～ 11月4日（月・祝）
開催場所：柏の葉キャンパス駅周辺、柏の葉アクアテラス周辺
イベント特設サイト：https://kashiwanoha-innovation.jp
参加申込：https://kashiwanohainnovationfes.peatix.com/view

柏の葉イノベーションフェス
「未来をもっと、オモシロがろう。」

AEA2019の開催地「柏の葉キャンパスエリア」の魅力や
イノベーションに対する熱量を体感できる10日間。

イノベーショントーク柏の葉（1~5限目，特別講義）・イノベーションミーティング柏の葉（#1 , #2）

※プログラム内容は現時点での想定
であり今後変更の可能性があります。

司会・進行：渡辺真理
13：30 ～ 15：30

国立がん研究センター
東病院公開シンポジウム：
「がん治療の最前線はここまで来た！」
大津敦（挨拶）
国立がん研究センター東病院長
①「最新の外科治療と医療機器開発」

伊藤雅昭 大腸外科長・
先端医療開発センター
手術機器開発分野長
②「内視鏡での早期発見とからだに

優しい治療」
矢野友規 消化管内視鏡科長・
内視鏡センターセンター長
③「患者さんにやさしい陽子線治療と

支持療法」
全田貞幹 放射線治療科医長
トークセッション：
各登壇者×渡辺真理

15：45 ～ 16：15
「ビール苦味成分の
認知症予防効果」
福田隆文
キリンホールディングス(株)
R＆D本部
健康技術研究所
※サンプリングあり

東大柏キャンパス
宇宙線研究所で同時中継実施！

司会・進行：八塩圭子
（フリーアナウンサー・東洋学園大学准教授）

開催場所：柏の葉カンファレンスセンター[KCC]

28日
月曜日

2日
土曜日

11月

※お申込みは各プログラム
スケジュールに記載され
たQRコードから。

司会・進行：黒田ひとみ
（フリーアナウンサー）

宇宙ベンチャー
オムニバス講演：
①(株)アクセルスペース
中村 友哉 代表取締役CEO
②Space BD(株)
金澤 誠 ローンチサービス事業本部
副本部長兼マーケティング部長

③調整中

トークセッション
各登壇者×八塩圭子



体験コンテンツ
柏の葉キャンパス駅周辺、柏の葉アクアテラス周辺にて、体験型コンテンツをご用意しています。

超人スポーツ体験会（ららぽーと柏の葉ほか）11/2-3（一部展示10/26-11/3）
超人スポーツとは、人間の身体能力を補綴・拡張する人間拡張工学に基づき、人の身体能力、ある
いは年齢や障碍などの身体差を超えた超人同士がテクノロジーを自在に使いこなし、競い合う
「人機一体」の新たなスポーツです。ウェアラブルデバイスやVR技術を駆使し、これまでにない
新しいスポーツを柏の葉の住民老若男女問わず体験していただきます。

柏の葉T-SITE オータムフェス（柏の葉T-SITE、柏の葉アクアテラス周辺）
・テクノロジーフェア 蔦屋家電+（プラス）POP-UP 10/26-11/4
・ランタンナイト 11/4

子供のいるライフスタイルを提案する商業施設「柏の葉 T-SITE」を舞台に、ペットや秋の
味覚などをテーマに週末のひとときを豊かに過ごせる様々なイベントを開催いたします。
柏の葉イノベーションフェスに合わせて、二子玉川にある蔦屋家電プラスがセレクトした
最新家電が集結するテクノロジーフェアや、アクアテラスを使った光の祭典ランタンナイト
などを同時開催いたします。

最新モビリティ試乗会（柏の葉アクアテラス周辺ほか）10/26、27
東京大学の伊藤耕三教授が開発リーダーを務めた「しなやかタフポリマー」
を使ったコンセプトカー・ItoＰや世界各地で広がるマイクロモビリティで
ある電動キックボードの体験試乗会を実施します。
※「しなやかタフポリマー」：タフネス性・柔軟性・自己修復性という特徴を持ち、自動車部品
や輸送機器を飛躍的に向上させるブレークスルーに繋がると注目されています。

※電動キックボードの行政関係者向け説明会・体験会は10/30に実施します。

AIロボットカーグランプリ（柏の葉オープンイノベーションラボ「KOIL」）
10/26、27
AIを搭載した移動ロボットによるレースを観戦・参加していただけます。人間
によるコントロールを介さず、人工知能の判断によってスピードの制御や進路変
更などをする様子から、自動運転が実装化した未来の交通を目の当たりにして
いるかのような感動が得られます。

🄫🄫Team BJ/AXEREAL株式会社

アジアン屋台村（ファーストキャビン柏の葉敷地内、柏の葉アクアテラス周辺）11/2-4
AEA参加国よりすぐりのキッチンカーが出店。各国の名物料理が柏の葉に集結し、異国の食文化を
まるごと堪能できます。住民同士が食を囲んで交流できるような空間を演出しています。

柏の葉を面白がる会（柏の葉かけだし横丁） 10/28
ねぶくろシネマ実行委員長・オモシロガリストの唐品知浩氏プロデュース。お酒を飲みな
がらカジュアルに未来を考える機会をかけだし横丁で創出します。未来をテーマとした期
間限定の店舗を行き来しながら、いろんな未来について考えていただけます。

天体観測ワークショップ（柏の葉オープンイノベーションラボ「KOIL」）
10/26、27
銀河を研究する大学院生と一緒に、地球から遠く離れた宇宙をどうやって研
究するのか、また宇宙から届く様々な「メッセージ」を受け取る宇宙観測技術
について、新しい時代の宇宙観測技術を学んでみます。最後は天文学者が宇宙
を調べる道具を一緒に作って実際に夜空を観測してみます。

主催：柏の葉イノベーションフェス実行委員会（三井不動産、柏の葉T-SITE、UDCKタウンマネジメント）
後援：柏市、一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ 協力：一般社団法人ライフサイエンスイノベーションネットワークジャパン

↓参加申し込み↓

↓参加申し込み↓
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