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令和２年度 地域連携活動 

日時 場所 行事名 出席教員等 

2015/4/1 
福山大学社会連携推進セ

ンター 
認定こどもえん つくし 赤澤淳子教授他 

2020/4/1 
公益財団法人 中国地域

創造研究センター 
研究開発・事業化支援事業、質感色感研究会 宮崎由樹准教授 

2020/4/1 福山大学 受動喫煙防止に関するポスター等の掲示 杉原成美教授他 

2020/4/1 岡山大学 大國家文書調査 
柳川真由美准教

授 

2020/4/1 福山市民病院 福山市民病院臨床研究部倫理審査委員会 岩本博行教授 

2020/4/1 別府市総合教育センター 別府市家庭訪問型アウトリーチ支援事業 今井 航教授 

2020/4/1 
広島県東部運転免許セン

ター他 
広島県安全運転管理協議会 安全運転管理者等講習 山崎理央教授 

2020/4/1 
広島県運転免許センター

他 

広島県安全運転管理協議会 安全運転管理者等法定

講習 
宮崎由樹准教授 

2020/4/15 福山大学 
アスリートのアンチドーピングにおけるサポート相

談 
中村徹也助教 

2020/4/22 中嶋研究室 府中警察署より捜査協力依頼 中嶋健明教授 

2020/5/1 メール審議 福山市グローカル人材育成協議会 総会 足立浩一教授 

2020/5/14 神石高原町役場 神石高原町チャレンジ基金理事会 小林正和教授 

2020/5/16 ㈱ハローズ本部 令和２年度ハローズ財団奨学生選考委員会 小林正和教授 

2020/5/20 オンライン 
NPO 法人 CO2SOS 主催 エコ教室 第 1 回企画会

議 
香川直己教授 

2020/5/28 
広島県健康福祉局こども

家庭課 

広島県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する基本計画検討委員会 
赤澤淳子教授 

2020/5/31 岡山県浅口市中央公民館 浅口市国際交流協会役員会 早川達二教授 

2020/6/2 福山市役所 都市再生協議会 小林正和教授 

2020/6/5 
アイティーアイ大分営業

所 
第 1 回大分集中治療エキスパートセミナー 佐藤雄己教授 

2020/6/8 フクイク２１メール会議 
令和 2(2020)年度フクイク２１メール会議第 25～41

回 
杉原成美教授 

2020/6/11 阪井養魚場  阪井養魚場採卵試験 有瀧真人教授 

2020/6/14 福山市人権文化センター 子どもサポネット「ハートフル」備後 金平希講師 

2020/6/24 オンライン 
先端技術によるまちづくり官民協議会 2020 年度

第１回運営委員会 
香川直己教授 

2020/6/25 笠岡市役所 笠岡市観光振興ビジョン策定委員会 小林正和教授 

2020/6/25 
国交省福山河川国道事務

所 
第 2 回芦田川水系河川整備アドバイザー会議 津田将行講師 

2020/6/25 
福山市市民局まちづくり

推進部 
福山市協働のまちづくり事業審査会 赤澤淳子教授 

2020/6/26 zoom 会議 トビタテ！留学 JAPAN 地域人材コース実務者会議 足立浩一教授 
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2020/7/6 
福山大学工学部スマート

システム学科 
府中市立府中学園オンライン研修打合せ 香川直己教授 

2020/7/10 
福山商工会議所 101 会

議室 

「GLOBAL×LOKAL」で働く県内グローバル企業

×福山大学生交流会 
早川達二教授他 

2020/7/22 書面決議 
先端技術によるまちづくり官民協議会 2020 年度第

2 回運営委員会 
香川直己教授 

2020/8/1 別府市役所 別府市知見活用委員会（計４回開催） 今井 航教授 

2020/8/6 Zoom による相談会 アート x デザイン x クリエイティブ 進学フェア 安田暁教授 

2020/8/7 福山市役所 第１回福山市総合戦略推進会議 都祭弘幸教授 

2020/8/9 オンライン ロボカップジュニア広島ブロック運営会議 香川直己教授 

2020/8/17 
生口島レモン圃場、JA

三原せとだ柑橘販売課 
令和 2 年度ひろしま地域食材 PR 促進事業 西彰子准教授他 

2020/8/20 神石高原町役場 神石高原町総合戦略評価委員会 小林正和教授 

2020/8/21 北木島 北木島活性化プロジェクト打ち合わせ 有瀧真人教授 

2020/8/22 福山大学、オンライン BINGO OPEN インターンシップ事前研修 津田将行講師他 

2020/8/25 ふくやま文学館 福山市文化財保護審議委員会 
柳川真由美准教

授 

2020/8/25 福山市役所 令和２年度 第 1 回 廃棄物減量等推進審議会 鶴崎健一教授 

2020/8/31 
備後地域を中心とする企

業 
BINGO OPEN インターンシップ 前田吉広講師他 

2020/8/31 神辺本陣 広島県重要文化財神辺本陣調査（受託研究） 
柳川真由美准教

授 

2020/9/1 
福山大学内海生物資源研

究所 
尾道市環境学習推進事業 ふるさと海辺教室 水上雅晴講師他 

2020/9/3 
備後地域を中心とする企

業 
BINGO OPEN インターンシップ 企業訪問 津田将行講師他 

2020/9/9 福山大学薬学部 東牟田小学校理科実験教室 田村豊教授他 

2020/9/10 神村公民館 社会教育活動事業 第 2 回成人セミナー 杉原成美教授 

2020/9/10 広島県立歴史民俗資料館 広島県博物館協議会会長 小原友行教授 

2020/9/17 読売新聞社 読売教育賞の審査会 小原友行教授 

2020/9/19 福山大学、オンライン BINGO OPEN インターンシップ事後研修 津田将行講師他 

2020/9/20 
ボーイスカウト福山第２

団 
地曳網体験学習 真田誠至講師 

2020/9/23 神村公民館 
第 7 回神村歴史散策ウオーク実行委員会(第 1 回～3

回） 
杉原成美教授他 

2020/9/25 福山すこやかセンター 
第 17 回ヘルシーメニューコンテスト「うきうきわ

くわく☆朝ごはんコンテスト」の書類審査 
中﨑千尋助教 

2020/9/25 福山市役所 福山市都市ブランド戦略推進協議会 会議 中嶋健明教授 

2020/9/27 
株式会社アステム大分支

店 
第 1 回大分集中治療ベーシックセミナー 佐藤雄己教授 

2020/9/30 笠岡市役所 令和２年度笠岡市施策評価委員会 小林正和教授 

2020/10/1 zoom 会議 トビタテ！留学 JAPAN 地域人材コース実務者会議 足立浩一教授 
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2020/10/6 鞆の浦歴史民俗資料館 
特別展「鞆幕府」将軍足利義昭展（会場映像の制

作） 
中嶋健明教授 

2020/10/10 芦田川見る視る館 芦田川見学ツアー（福山市環境保全課と協働事業） 鶴崎健一教授他 

2020/10/10 鞆の浦 沼名前神社 NPO 鞆の絆主催講演会 中嶋健明教授 

2020/10/10 
ふくやまエフピコアリー

ナ 
ふくやまスポーツアカデミー 中村和裕講師他 

2020/10/12 福山市立西小学校 スイゲンゼニタナゴの出前講座 真田誠至講師 

2020/10/13 
国交省福山河川国道事務

所 
第 3 回芦田川水系河川整備アドバイザー会議 津田将行講師 

2020/10/17 
株式会社アステム大分支

店 
第 1 回大分敗血症治療研究会 佐藤雄己教授 

2020/10/22 笠岡市役所 令和２年度笠岡市施策評価報告書 市長答申 小林正和教授 

2020/10/28 
福山大学マリンバイオセ

ンター水族館 
かつやま子どもの村小学校学習会 真田誠至講師 

2020/10/28 市立福山高等学校 出張講義 関田隆一准教授 

2020/10/29 福山市役所 令和２年度 第 2 回 廃棄物減量等推進審議会 鶴崎健一教授 

2020/10/31 日本新聞協会 新聞コンクールの審査会委員長 小原友行教授 

2020/11/1 
三原市 リージョンプラ

ザ 
三原市 美術展 審査 安田暁教授他 

2020/11/2 府中市立府中学園 出張講義によるプログラミング教育 香川直己教授 

2020/11/3 まなびの館ローズコム 
BINGO Visionary Leaders 第 1 回英語プレゼンコン

テスト 
前田吉広講師 

2020/11/7 社会連携推進センター 栄養相談室 村上准教授他 

2020/11/7 社会連携推進センター 市民フォーラム：食と健康のライフサイエンス 
井ノ内直良教授

他 

2020/11/7 
三原市 リージョンプラ

ザ 
三原市 美術展 表彰式 中嶋健明教授 

2020/11/9 株式会社 ラックス せとうちドローン推進協議会会議 香川直己教授 

2020/11/10 福山市立駅家小学校 小学生に対する食育活動（朝食レシピ集の配布） 西彰子准教授他 

2020/11/10 浅口市金光公民館 人権講演会 小林正和教授 

2020/11/12 
福山大学マリンバイオセ

ンター水族館 
しまなみ分校との交流学習 真田誠至講師 

2020/11/13 府中市立府中学園 出張講義によるプログラミング教育 香川直己教授 

2020/11/14 
福山大学内海生物資源研

究所 
プロジェクト M 施設見学受け入れ 有瀧真人教授他 

2020/11/14 福山大学因島キャンパス 因島キャンパス見学バスツアー 秦野琢之教授 

2020/11/15 神村学区 第 7 回神村歴史散策ウオーク大会 杉原成美教授他 

2020/11/16 府中市環境整備課 府中市環境審議会 山田明准教授 

2020/11/16 府中市立府中学園 出張講義によるプログラミング教育 香川直己教授 

2020/11/20 府中市立府中学園 出張講義によるプログラミング教育 香川直己教授 

2020/11/23 鞆の浦歴史民俗資料館 特別展「鞆幕府」将軍足利義昭展 中嶋健明教授 
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2020/12/1 
社会連携推進センター＆

Teams 

第 66 回 海洋教育フォーラム（広島）「広島県東

部から見た造船業と瀬戸内海」 
仲嶋一教授他 

2020/12/3 広島県福山庁舎 広島県福山港地方港湾審議会 山田明准教授 

2020/12/6 福山大学体育館 
スペシャルオリンピックス日本・広島フロアホッケ

ー体験会 
中村和裕講師 

2020/12/8 福山大学 令和 2 年度ひろしま地域食材 PR 促進事業 西彰子准教授他 

2020/12/9 
国立吉備高原職業リハビ

リセンター 
人権講演会 小林正和教授 

2020/12/10 福山市立東小学校 喫煙・飲酒等防止教育 猿橋裕子准教授 

2020/12/12 松永はきもの資料館 
松永まち中ゼミナール 再発見！松永はきもの資料

館 
秦野琢之教授 

2020/12/13 オンライン キッズフェスティバル 2020 香川直己教授 

2020/12/14 福山市保健所 
令和２(2020)年度第１回ふくやま健康食育市民会議

（フクイク２１）書面会議 
杉原成美教授 

2020/12/14 福山市保健所 
令和２(2020)年度第１回健康ふくやま２１フェステ

ィバル実行委員会書面会議 
杉原成美教授 

2020/12/16 
エフピコアリーナふくや

ま 
フレイルサポーター養成講座 杉原成美教授 

2020/12/16 福山市役所 都市再生協議会 小林正和教授 

2020/12/18 zoom 会議 トビタテ！留学 JAPAN 地域人材コース実務者会議 ビセット准教授 

2020/12/19 福山大学 BINGO OPEN インターンシップ学外発表会 前田吉広講師他 

2020/12/19 福山大学、オンライン BINGO OPEN インターンシップ合同成果報告会 津田将行講師他 

2020/12/19 社会連携推進センター 
「松永に学ぶ産業と文化」・「備後に学ぶ地域の課

題」合同成果発表会 
鶴崎健一教授他 

2020/12/21 オンライン 
先端技術によるまちづくり官民協議会 2020 年度第

3 回運営委員会 
香川直己教授 

2020/12/22 阪井養魚場  阪井養魚場との形態異常防除打ち合わせ 有瀧真人教授他 

2020/12/22 福山市役所 令和２年度 第 3 回 廃棄物減量等推進審議会 鶴崎健一教授 

2020/12/22 竹原市役所 令和２年度竹原市水道審議会 小林正和教授 

2020/12/23 福山市役所 第１回（仮称）子ども未来館プロジェクト会議 香川直己教授 

2021/1/13 オンライン 
ディースピリット、愛媛大学、農研機構とのコンソ

ーシアム運営会議 
香川直己教授他 

2021/1/14 東広島市美術館 東広島市美術展 審査員 中嶋健明教授 

2021/1/21 広島県立歴史博物館 広島県博物館協議会会長 小原友行教授 

2021/1/22 
福山大学社会連携推進セ

ンター 

福山市（仮称）子ども未来館第 2 回プロジェクト会

議 
香川直己教授 

2021/1/26 オンライン 2020 年度福山市未来技術地域実装協議会 香川直己教授 

2021/1/26 福山市消防局 福山地区消防組合個人情報保護審議会 藤原美樹教授 

2021/1/27 オンライン 
ディースピリット、愛媛大学、農研機構とのコンソ

ーシアム運営会議 
香川直己教授他 

2021/1/27 城西中学校 喫煙・薬物乱用防止教育講演 鶴崎健一教授 

2021/1/27 福山市立千田小学校 喫煙・飲酒等防止教育 広瀬雅一講師 
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2021/1/29 オンライン 福山市びんごデジタルラボ トライアル 香川直己教授 

2021/2/5 
福山大学社会連携推進セ

ンター 

福山市（仮称）子ども未来館第 3 回プロジェクト会

議 
香川直己教授 

2021/2/8 福山市上下水道局 
「事業間連携下水道事業」の事業評価に関する評価

委員会 
津田将行講師 

2021/2/10 
川崎医科大学（オンライ

ン） 

KMS メディカル・アーク 2021withMTO(オンライ

ン大会) 
佐藤雄己教授他 

2021/2/10 
尾道特別支援校しまなみ

分校 
しまなみ分校学習発表会 真田誠至講師 

2021/2/11 はっとりほたるの里 地域と協働のまちづくりプロジェクト打合せ 関田隆一准教授 

2021/2/12 
福山すこやかセンター多

目的ホール 
第 17 回ヘルシーメニューコンテスト 杉原成美教授 

2021/2/15 Teams 会議 2021 年度派遣留学生募集説明会 足立浩一教授 

2021/2/19 福山大学 
福山大学読書推進システム「注文の多い図書館」企

画会議(高校生書評コンテスト審議 ) 
竹盛浩二准教授 

2021/2/19 日本生命福山ビル 
福山市（仮称）子ども未来館第 4 回プロジェクト会

議 
香川直己教授 

2021/2/25 福山大学 パラアスリートのアンチドーピング相談 中村徹也助教 

2021/2/27 笠岡市 北木島活性化プロジェクト打ち合わせ 有瀧真人教授他 

2021/2/27 
府中市 桜が丘グランド

多目的広場 

第 12 回 全日本ＥＶ＆ゼロハンカーレース in 

府中 
小林正明講師他 

2021/2/28 福山商工会議所 日商簿記検定試験監督 小林正和教授 

2021/3/1 
国交省福山河川国道事務

所 

芦田川下流水質浄化協議会 第 25 回協議会・第 30

回幹事会 
津田将行講師 

2021/3/2 中嶋研究室 福山北警察署より捜査協力依頼 中嶋健明教授 

2021/3/3 
福山ニューキャッスルホ

テル 
ビジネスマーケット備後 2020 都祭弘幸教授他 

2021/3/4 福山市保健所 
令和 2(2020)年度第 2 回ふくやま健康食育市民会議

（フクイク 21）書面会議 
杉原成美教授 

2021/3/4 福山市保健所 
令和２(2020)年度第 2 回健康ふくやま２１フェステ

ィバル実行委員会書面会議 
杉原成美教授 

2021/3/6 岡山県浅口市中央公民館 浅口市国際交流協会役員会 早川達二教授 

2021/3/6 岡山県浅口市中央公民館 浅口市国際交流協会役員会 早川達二教授 

2021/3/8 
福山大学社会連携推進セ

ンター 

福山市（仮称）子ども未来館第 5 回プロジェクト会

議 
香川直己教授 

2021/3/9 福山商工会議所 FU コンクリート講座実行委員会 都祭弘幸教授 

2021/3/11 オンライン 広島県インターンシップ促進協議会総会 香川直己教授 

2021/3/11 
グリーンアリーナ（中会

議室） 
広島県文化財保護審議委員会 

柳川真由美准教

授 

2021/3/19 日本生命福山ビル 
福山市（仮称）子ども未来館第 5 回プロジェクト会

議 
香川直己教授 

2021/3/22 Teams 会議 トビタテ！留学 JAPAN 地域人材コース実務者会議 足立浩一教授 
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2021/3/23 
福山市しんいち歴史民俗

博物館 
福山市しんいち歴史民俗博物館協議会 

柳川真由美准教

授 

2021/3/24 福山市役所（本庁舎） 福山市建築審査会 
佐々木伸子准教

授他 

2021/3/27 芦田川丸川分水工 スイゲンゼニタナゴの産卵母貝等生息調査 真田誠至講師 

2021/3/29 福山大学 福山市 MICE 戦略 都祭弘幸教授他 

 

 


