
 

 

令和元年６月２０日 

 

各報道機関  御中 

                             宮崎大学企画総務部 

                                  総務広報課長   

 

 

宮崎大学 産学・地域連携センター「地域デザイン講座」における 

「宮崎 TOP セミナー（日南市編）」の開催について 

 

 

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より本学の教育・研究・社会貢献活動についてご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本学では、地元企業である米良電機産業株式会社様からの寄附により、平成 29年 4月に「地

域デザイン講座」を設置し、同 10 月には木花キャンパス中心部に寄附建物「地域デザイン棟」が完

成しました。本棟は、学内外の交流拠点や学び直しの場として、数々のイベントを開催しており、こ

れまで 3万人を超える学内外の方々にご利用いただいています。 

中でも、平成 29 年 11 月からスタートした公開講座「宮崎 TOP セミナー」は、県内 26 市町村全て

の首長が登壇し、地域の魅力や取組などを熱く語るセミナーで、首長に直接質問できる時間もあり、

本学の学生や教職員だけでなく、地域や一般企業の方々も多く受講し、大変好評をいただいています。 

平成 31 年 3 月までに 17 の町村長編を終え、平成 31 年 4 月からは市長編がスタート。都城市（池

田市長）、西都市（押川市長）から登壇いただき、残るは 6 月 26 日開催の日向市（十屋市長）、7 月

10 日開催の日南市（﨑田市長）を含む 6の市となり、今佳境を迎えています。 

なお、下記日程にて開催する日南市編においては、現時点で本学の学生や教職員、地域一般の参加

者に加えて、本年 6月 5日に今後のさらなる高大連携事業等の推進を目的に連携協定を締結した宮崎

県立宮崎南高等学校から、100 名を超える生徒が参加する予定です。 

つきましては、貴社の「インフォメーションコーナー・お知らせコーナー」等に掲載して頂くとと

もに、取材していただきますようお願いいたします。 

敬具 

 

記 

 

○「宮崎 TOP セミナー（日南市編）」 

開催日時  令和元年７月１０日（水）16：40～18：10 

場  所  宮崎大学木花キャンパス 創立 330 記念交流会館 

対  象  高校生以上 

参 加 費  無料 

※詳細は別紙をご覧ください。 

報道発表 
～世界を視野に 地域から始めよう～ 

① お問合せ先 
宮崎大学 産学・地域連携センター 地域デザイン講座 
TEL ：0985-58-7884 
Email：r-design@of.miyazaki-u.ac.jp 

② 発信元 
宮崎大学企画総務部総務広報課広報係 
TEL：0985-58-7114  FAX：0985-58-2886 



宮崎の❝現在･未来❞を語り継ぐ

会場：
宮崎大学 木花キャンパス

地域デザイン棟

宮崎大学 MERAcademy特別セミナー

押川 修一郎 市長

「西都市」
■5月31日（金）

池田 宜永 市長

十屋 幸平 市長

「日向市」
■6月26日（水）

宮崎TOPセミナー
受講申込
受付中！

宮崎大学で宮崎２６市町村の行政TOPに会える機会を提供します。

2019年度後期

■7月10日（水）

﨑田 恭平 市長

「日南市」

開催日案内

お問合せ先：宮崎大学産学・地域連携センター 地域デザイン講座
TEL：0985-58-7884（平日9時から16時まで）Email：r-design@of.miyazaki-u.ac.jp

■4月22日（月）

「都城市」

宮崎TOPセミナー 検索

■ 時間 開場16:20 講座16:40-18:10
■ 対象 大学生以上 先着50名

■ 受講料 無料

ホームページ等からお申込みください。
詳細は裏面をご参照ください。

宮崎TOPセミナー
2019年度前期

日程が変更になる場合がございますので、ホームページ等でご確認ください。



申込締切日：各セミナー開催日前日

FAX：0985-58-7883

申込日 年 月 日

ＦＡＸ

申込者情報

会社・団体・大学名

氏名
ふりがな

住所（職場・自宅） 〒

E-mail

セミナー日程

宮崎大学 産学・地域連携センター
地域デザイン講座 宛て

申し込み締切日までにFAX・Eメール・電話またはホームページ申し込みフォームにて
お申し込み下さい。
募集は定員に達し次第締め切りとなります。
記入いただきました個人情報は、本講座の研修・セミナー業務、調査、分析にのみ使用いたします。

「宮崎TOPセミナー」 受講申込書

ＦＡＸ

緊急連絡先

TEL FAX
天災等によってやむをえず休講にする場合は、緊急連絡先にご連絡させていただきます。

参加 日 程 市町村

□ 4月22日(月) 都城市

□ 5月31日(金) 西都市

□ 6月26日(水) 日向市

□ 7月10日(水) 日南市

参加希望日程に☑をつけてください。

出来るだけメールで連絡させていただきますので、メールアドレスのご記入にご協力ください。

部署・学部名

【個人情報の取扱いについて】 弊講座は、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理し、外部からの情報への不正アクセスやその不正使用、紛失、破壊、改ざん、漏洩等
を予防する保護策を講じています。

【特定商取引法に基づく表記ついて】特定商取引法第11条に基づき表示すべき事項につきましては、ご請求に応じ、書面または電子メールにてご案内いたします。

ご質問・ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください
宮崎大学 産学・地域連携センター 地域デザイン講座 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地
TEL: 0985-58-7884・7885 （9:00～16:00 土日祝日を除く） Email: r-design@of.miyazaki-u.ac.jp
URL: http://www.miyazaki-u.ac.jp/rdc/

アクセス

【宮崎交通バスご利用の場合】
宮崎駅/宮交シティバスセンターより
「宮崎大学・大学病院」行に乗車
約２５～５５分

【ＪＲをご利用の場合】
清武駅で下車後、JR清武駅前/
清武総合支所前バス停より
「宮崎大学・大学病院」行に乗車
約１５分

【車でお越しの場合】
右記のＭＡＰをご参照ください
駐車場は をご利用ください

地域デザイン棟

構内に入られましたら、 案内板の“地域デザ
イン棟” の案内にそって会場にお越しくださ
い。



“宮崎ＴＯＰセミナー”

2019年６月２６日（水）
開 場： １６：２０
講 演： １６：４０－１７：４０
意見交換： １７：４０－１８：１０

内容は変更する場合がございますのでご了承ください。

■会場
宮崎大学 地域デザイン棟
（創立３３０記念交流会館前）

■対象
高校生以上

“宮崎ＴＯＰセミナー”

■講師

宮崎県の北東部に位置し、「馬ケ背」「願いが叶うクルスの海」、
サーフィンの名所として全国的に知られる「お倉ヶ浜」など豊かな
自然環境と景観に恵まれ、神武天皇お船出の地「美々津」、歌
人「若山牧水」生誕の地など文化・歴史資源にも恵まれています。
「細島港」はもとより、観光資源や農畜産物などを活かした港湾
工業都市として、更には交流拠点都市への発展を目指し
取り組んでいらっしゃる十屋市長にお話しいただきます。
意見交換では、参加者の皆さんからの質問、アイデア
などを市長と一緒にディスカッションします。

県内２６市町村の
首長が熱く語る

■日時

ホームページ等からお申込みください
詳しくは裏面をご覧ください

■定員
先着５０名

■申込方法

とや こうへい

十屋 幸平
2016年より日向市長を務める。
市民目線・企業経営の感覚で、
「海・山・人がつながり 笑顔で
暮らせる元気なまち～リラックス
タウン日向～」の実現のため

市政運営に取り組んでいる。

Miyazaki Empowering Regional Design Academy

宮崎大学
地域デザイン講座

宮崎大学MERAcademy 特別セミナー
“宮崎”をもっともっと知りませんか？

宮崎TOPセミナー 検索

宮崎大学 産学・地域連携センター 地域デザイン講座 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地
TEL: 0985-58-7884（平日9時から16時まで） Email: r-design@of.miyazaki-u.ac.jp

美々津

クルスの海



申込締切日：6月25日（火）

FAX：0985-58-7883

申込日 年 月 日

ＦＡＸ

申込者情報

会社・団体・大学名 部署・学部名

氏名
ふりがな

住所（職場・自宅） 〒

緊急連絡先 TEL FAX

E-mail

天災等によってやむをえず休講にする場合は、緊急連絡先にご連絡させていただきます。

宮崎大学 産学・地域連携センター
地域デザイン講座 宛て

申し込み締切日までにFAX・Eメール・電話またはホームページ申し込みフォームにて
お申し込み下さい。
募集は定員に達し次第締め切りとなります。
記入いただきました個人情報は、本講座の研修・セミナー業務、調査、分析にのみ使用いたします。

「宮崎TOPセミナー」 第20回 日向市 受講申込書
ＦＡＸ

ご連絡は出来るだけメールで送らせていただきたいと思いますので、メールアドレスのご記入にご協力ください。

【個人情報の取扱いについて】 弊講座は、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理し、外部からの情報への不正アクセスやその不正使用、紛失、破壊、改ざん、漏洩等
を予防する保護策を講じています。

【特定商取引法に基づく表記ついて】特定商取引法第11条に基づき表示すべき事項につきましては、ご請求に応じ、書面または電子メールにてご案内いたします。

ご質問・ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください
宮崎大学 産学・地域連携センター 地域デザイン講座 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地
TEL: 0985-58-7884・7885 （9:00～16:00 土日祝日を除く） Email: r-design@of.miyazaki-u.ac.jp
URL: http://www.miyazaki-u.ac.jp/rdc/

アクセス

【宮崎交通バスご利用の場合】
宮崎駅/宮交シティバスセンターより
「宮崎大学・大学病院」行に乗車
約２５～５５分

【ＪＲをご利用の場合】
清武駅で下車後、JR清武駅前/
清武総合支所前バス停より
「宮崎大学・大学病院」行に乗車
約１５分

【車でお越しの場合】
右記のＭＡＰをご参照ください
駐車場は をご利用ください

地域デザイン棟

構内に入られましたら、 案内板の“地域デザ
イン棟” の案内にそって会場にお越しください。



宮崎大学 産学・地域連携センター 地域デザイン講座 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地
TEL: 0985-58-7884（平日9時から16時まで） Email: r-design@of.miyazaki-u.ac.jp

“宮崎ＴＯＰセミナー”

2019年７月１０日（水）
開 場： １６：２０
講 演： １６：４０－１７：４０
意見交換： １７：４０－１８：１０

内容は変更する場合がございますのでご了承ください。

■会場
宮崎大学 創立330記念交流会館
（木花キャンパス）

■対象
高校生以上

“宮崎ＴＯＰセミナー”

■講師

日南市は宮崎県の南部に位置し、九州の小京都と称される飫肥
（おび）や風光明媚な日南海岸国定公園などを抱える、歴史と自然
あふれる観光の街です。
33歳の若さで就任以降、企業誘致、商店街の再生、外国からの
クルーズ船の誘致など、積極的な取り組みをされている
﨑田市長に、『日本の前例は日南が創る！「日本一組み
やすい自治体」への挑戦』をテーマにご講演いただきます。
意見交換では、参加者の皆さんからの質問、アイデアなど
を﨑田市長と一緒にディスカッションします。

県内２６市町村の
首長が熱く語る

■日時

ホームページ等からお申込みください
詳しくは裏面をご覧ください

■申込方法

さきた きょうへい

﨑田 恭平
2013年より日南市長を務める。
『創客創人』のコンセプトを掲げ、
人づくり、まちづくりに力を入れ、
「日本一組みやすい自治体」「日
本の前例は日南が創る」と民間企
業との積極的なコラボレーション
を推進している。

第２１回 日 南 市

飫肥城

サンメッセ日南

Miyazaki Empowering Regional Design Academy

宮崎大学
地域デザイン講座

宮崎大学MERAcademy 特別セミナー
“宮崎”をもっともっと知りませんか？

宮崎TOPセミナー 検索



申込締切日：7月9日（火）

FAX：0985-58-7883

申込日 年 月 日

ＦＡＸ

申込者情報

会社・団体・大学名 部署・学部名

氏名
ふりがな

住所（職場・自宅） 〒

緊急連絡先 TEL FAX

E-mail

天災等によってやむをえず休講にする場合は、緊急連絡先にご連絡させていただきます。

宮崎大学 産学・地域連携センター
地域デザイン講座 宛て

申し込み締切日までにFAX・Eメール・電話またはホームページ申し込みフォームにて
お申し込み下さい。
募集は定員に達し次第締め切りとなります。
記入いただきました個人情報は、本講座の研修・セミナー業務、調査、分析にのみ使用いたします。

「宮崎TOPセミナー」 第21回 日南市 受講申込書
ＦＡＸ

ご連絡は出来るだけメールで送らせていただきたいと思いますので、メールアドレスのご記入にご協力ください。

【個人情報の取扱いについて】 弊講座は、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理し、外部からの情報への不正アクセスやその不正使用、紛失、破壊、改ざん、漏洩等
を予防する保護策を講じています。

【特定商取引法に基づく表記ついて】特定商取引法第11条に基づき表示すべき事項につきましては、ご請求に応じ、書面または電子メールにてご案内いたします。

ご質問・ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください
宮崎大学 産学・地域連携センター 地域デザイン講座 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地
TEL: 0985-58-7884・7885 （9:00～16:00 土日祝日を除く） Email: r-design@of.miyazaki-u.ac.jp
URL: http://www.miyazaki-u.ac.jp/rdc/

アクセス

【宮崎交通バスご利用の場合】
宮崎駅/宮交シティバスセンターより
「宮崎大学・大学病院」行に乗車
約２５～５５分

【ＪＲをご利用の場合】
清武駅で下車後、JR清武駅前/
清武総合支所前バス停より
「宮崎大学・大学病院」行に乗車
約１５分

【車でお越しの場合】
右記のＭＡＰをご参照ください
駐車場は をご利用ください

創立330記念交流会館

構内に入られましたら、 案内板の“創立330記念
交流会館” の案内にそって会場にお越しください。
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