
富士・箱根・伊豆 国際学会  第二回大会

FHIX FORUM IN NUMAZU 2022

富士・箱根・伊豆 国際学会
���� FHIXフォーラム IN 沼津

テーマ：スマート地域DNA 

・左記QRコードから、専用フォームにてお申し込みください
・FAX（055-979-7778）にてお申し込みの場合 以下の項目をお知らせください
  お名前　会社・団体名（任意）　メールアドレス　電話番号　会場参加orZOOM

主 催 / 一般社団法人 富士・箱根・伊豆 国際学会
後 援 / 静岡県　沼津市　三島市　静岡県立大学　日本大学国際関係学部　（一財）静岡県マリンオープンイノベーション機構

（一社）美しい伊豆創造センター　静岡新聞社・静岡放送　沼津信用金庫　三島信用金庫　 静岡県ニュービジネス協議会　沼津経済新聞

協賛企業・団体
沼津信用金庫　三島信用金庫　旭化成ファーマ（株）　不二運輸（株）　（株）フジコー　（株）八木繊維　 【FHIX大会・前夜祭・分科会 参加ご希望の方】

9:30～17:30令和4年11 12月 日 土

　　会場：プラサヴェルデ 301/302 会議室（静岡県沼津市大手町 1-1-4）

オンライン同時開催 会場：ZOOM
（ミーティング ID: 862 7127 5325　PASS: 310869）

参加費：無料
お問い合わせ：080-1617-1761（中江）

※会場参加 Max 100 名

大会当日

現地会場：プラサヴェルデ 402会議室
（静岡県沼津市大手町 1-1-4）

講演：
奥村 昭博（元静岡県立大学副学長）
竹下 誠二郎（静岡県立大学経営情報学部教授）

参加費：3,000円

要事前申込 要事前申込

講演と交流会

「これからの日本の選択」
～競争力減退の黒幕～

令和4年11 13月 日 日

(開場：17:15) 18:00～20:00
令和4年11 11月 日 金

会場：沼津御用邸記念公園 東附属邸学問所
　　　立札席　第五・第六学問所
　　　（静岡県沼津市下香貫 2801-1）

11:00～14:30

分科会①交流コース「旅館おかみ文化」
「地域文化の継承と”おかみ”の心意気」

8:45 ～ 17:00
第一部：発酵文化に触れるツアー　
        8:45 ～（集合：みしま未来研究所）
第二部：発酵対話会 15:00 ～（会場：三島市民活動センター）  
テーマ：発酵文化・麹と私　未来に向けて思うこと
ゲスト：麹ビール第一人者　阿久澤健志　他

分科会②体感コース「麹文化エクスカーション」

前夜祭

※プログラムの内容については、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

分科会

ポスター研究発表 自由課題

主催・後援企業・団体

「沢田石の炭酸および鉄イオン含有量測定による成因解明」　静岡県立下田高等学校

「韮山時代劇場井戸での水位変化及び水質について」静岡県立韮山高等学校

「三島市源兵衛川でのマイクロプラスチック採取と周辺河川との比較」静岡県立韮山高等学校

「伊豆の国市龍城山周辺に生息するハチの種類と針の構造の違い」静岡県立韮山高等学校

「新型コロナウイルスの遺伝子を解析し、その進化を学ぶ」静岡県立韮山高等学校

「高効率な透過型砂防堰堤の構造とその適した場所に関して」沼津東高等学校

「防災教育用算数・数学ドリルの開発」沼津工業高等専門学校

「高校生による地域社会への貢献活動&高校生と地域社会との連携」　伊豆総合高等学校

「日本で導入されている介護用ロボット・AI について」　順天堂大学保健看護学部

「「やさしい日本語（看護師編）」セッションでの外国人とのコミュニケーションーアンケートにあらわれた参加学生の気付きー」
順天堂大学保健看護学部

「ウズベキスタンでの海外研修」順天堂大学保健看護学部

「日本列島の古代人の体内に存在した古代微生物解析」総合研究大学院大学

「日本人 10,000 症例のがんゲノム解析「プロジェクトHOPE」」静岡がんセンター

「空中写真を用いた機械学習による管理・非管理茶園の抽出」沼津工業高等専門学校

「富士山で学ぶ火山防災教育の実践」沼津工業高等専門学校

「安全性や環境負荷を意識した農業活動」常葉大学社会環境学部・三井ゼミ

一般社団法人 富士・箱根・伊豆 国際学会
英語表記　ISS-FHIX（略称：FHIX）
「富士・箱根・伊豆」から、学際的で実学的な
総合学問体系を確立し
地方創生の国際的な拠点を目指す新しい地域学会です。

【高校生の部】

【一般の部】

（11月12日（土）大会会場にて掲示）

（株）アイ・クリエイティブ　司法書士 遠藤 隆　（株）エヌ・ティー・エス　（株）大野商店　小野建設（株）
　（株）雅心苑　加和太建設（株）　（株）グルッペ石渡食品　（有）コムライズシズオカ　三丸機械工業株（株）　静岡コンサルタント（株）　

（株）集客デザイン研究所　伸東測量設計（株）　竹村智之税理士事務所　（株）チキリ　NPO法人 知的生産の技術研究会　
知徳高等学校同窓会　（株）桃中軒　ドレミング（株）　（株）にしはらグループ　（株）ビットメディア　ひろメンタルクリニック　（株）平成建設　

　（株）前田建設　丸善工業（株）　（株）結屋　屋台風中華茶房香香飯店　（株）吉野エージェンシー　（株）ラピュター　　

　　　　　
　　　　
　　　　
　　

　

奥村 昭博
元静岡県立大学副学長

竹下 誠二郎
静岡県立大学

経営情報学部教授



FHIX伊東地域プロデューサー
逸見 康成

講師プロフィール
第一部　テーマトーク

ポスター研究発表（大会会場に掲示）

第二部　基調講演

タイムスケジュール　会場：プラサヴェルデ 301/302 会議室

第三部　パネルディスカッション

テーマ「伊豆ヘルスケア温泉イノベーションプロジェクト(ICOIプロジェクト)」
概要説明  静岡県経済産業部理事  村松毅彦
パネラー    奥村昭博 FHIX 副会長、小林武彦 FHIX 副会長、竹下誠二郎 FHIX 理事、平野友康 FHIX 情報化委員長
静岡県経済産業部理事　村松毅彦
コーディネーター　鈴木 太夢（FHIX 事務局長）　

【高校生の部】
伊豆総合高校・下田高等学校・韮山高等学校
沼津東高等学校・沼津工業高等専門学校
【一般の部】
静岡がんセンター・国立遺伝学研究所
順天堂大学保健看護学部・常葉大学社会環境学部
沼津工業高等専門学校

1987年埼玉県さいたま市生まれ。静岡県伊東
市在住。星野リゾート界 伊東広報担当、伊東
市ブランド研究会所属。2022年 3月より「地
域 DNA が目を覚ますジオトークライブ」を
主催。クリエイターたちとの出会いから、未
来の地球と暮らしを描く創造空間「ヤスラボ」
を設立。

日本大学　国際関係学部　
特任教授　宮川幸司
日本大学国際関係学部　特任教授　宮川幸司
高崎経済大学大学院地域政策研究科修了。地
域政策学修士。鉄道会社、旅行会社勤務を経
て短期大学講師に。その後日本大学短期大学
部助教授～教授を経て国際関係学部教授に転
籍。現在は特任教授。今回は「広重のミステ
リー」（予定）をご報告。

国立遺伝学研究所　
人類遺伝研究室　井ノ上 逸朗
脳動脈瘤、子宮内膜症、高血圧といったあり
ふれた病気のゲノム解析を専門にしています。
最近はウイルス研究に力を入れ、新規ウイル
ス発見や古代ウイルス発見をおこなっていま
す。その一環として静岡県の SARS-CoV-2
のゲノム解析を担当しています。

静岡県立大学特任准教授
鴨川 仁
静岡県立大学グローバル地域センター自然災
害研究部門特任准教授。早稲田大学理工学部
助手。東京学芸大学教育学部助手、助教、准
教授を経て、2019 年より現職。認定 NPO 法
人富士山測候所を活用する会専務理事・事務
局長、認定NPO法人大学宇宙工学コンソーシ
アム理事。専門は、自然災害科学、地球惑星
電磁気学、物理教育。

FHIXアメリカ支部 (ハワイ)専門会員
テレポート株式会社 平野 友康

富士・箱根・伊豆 国際学会 会長 五條堀 孝

株式会社デジタルステージを設立、2015 年ま
で同社代表を務める。「モーションダイブ」シ
リーズや「BIND」、「フォトシネマ」などを開発。 
ニッポン放送「平野友康のオールナイトニッポ
ン」の DJ、坂本龍一のネットライブ中継のプ
ロデュースなど多方面で活躍。 現在は「やりた
いことができる社会をつくる」ためにコミュニ
ケーションOS「テレポート」を開発中。

静岡県マリンオープンイノベーション(MaOI)機構 研究所長
アブドラ国王科学技術大学特別栄誉教授(サウジアラビア) 
国立遺伝学研究所　前副所長　名誉教授
公益財団法人 遺伝学普及会・代表理事
ローマ教皇庁アカデミー正会員　アメリカ科学芸術アカデミー会員　国際計算生物学会フェロー
早稲田大学研究招聘教授 日本大学客員教授／北里大学客員教授／福島県立医科大学特任教授
理学博士・紫綬褒章受賞

専門　分子進化学、集団遺伝学、ゲノム進化学、 バイオインフォマティクス(情報生物学)、海洋生命科学、DNA鑑定

富士・箱根・伊豆 国際学会 会長 五條堀 孝

沼津市長
賴重 秀一

静岡県知事
川勝 平太

ご挨拶

( 一社 ) 富士・箱根・伊豆国際学会は、2022年 ( 令和 4年 ) の「FHIX フォーラム」を、市政 100周年を迎え
る沼津市で行うことを大変嬉しく思います。今年のテーマは「スマート地域DNA」です。地域の様々な文化・
伝統・学術・産業を含む広範囲な活動をコミュニティの価値ある知的な資源として捉え、それらの内容を先
端的なデジタル技術を活用して国内外の人々に向けて発信するとともに、その知的資源を地域のDNAとし
て次世代に継承していくことを標榜するものです。会員の方々や会員になられようとされている皆様の大い
なる参加をお願い致します。

受　　付 9：00より
オープニング 9：30 ～ 10：00
開　　会　　　　　
会長挨拶　  富士・箱根・伊豆 国際学会　会長　五條堀 孝
祝　　辞　  静岡県知事　川勝 平太
開催地挨拶　  沼津市長　　賴重 秀一 

第  一  部 テーマトーク（午前の部）　10：00 ～ 12：00（各 30 分）
　　　　　  ① 「地域 DNAの活動 ジオ」　逸見 康成（FHIX 伊東地域プロデューサー）
　　　　　  ② 「観光」　宮川 幸司　(日本大学 国際関係学部 特任教授 )
　　　　　  ③ 「静岡県におけるSARS-CoV-2 のゲノム解析と感染動向」  井ノ上 逸朗（国立遺伝学研究所）
　　　　　  ④ 「研究の場として理想的な山～富士山」鴨川 仁（静岡県立大学 特任准教授）

昼　　食 ( お弁当 / 飲物付き : 1,000 円 ) 　12：00 ～ 12：30
ポスターセッション　12：30 ～ 13：30

第  一  部 テーマトーク（午後の部）　13：30 ～ 14：00
　　　　　  ⑤ 「地域創生の新たなアプローチ」　
　　　　　　　平野 友康（FHIXアメリカ支部 ( ハワイ ) 専門会員・テレポート株式会社 CEO）

第  二  部 基調講演　14：00 ～ 15：00（60 分）
　　　　　  富士・箱根・伊豆 国際学会　会長　五條堀 孝

第  三  部 パネルディスカッション15：00 ～ 17：00
　　　　　 （概要説明 20分・パネルディスカッション100 分）
 　　　　　 テーマ「伊豆ヘルスケア温泉イノベーションプロジェクト(ICOIプロジェクト)」
　　　　　  概要説明  静岡県経済産業部理事  村松毅彦
　　　　　  パネラー    
　　　　　  慶應義塾大学名誉教授 ( 経営学 )　奥村昭博
　　　　　  東京大学教授 ( 生物学 )　 小林武彦
　　　　　  静岡県立大学教授 ( 経営情報学 )　竹下誠二郎
　　　　　  テレポート株式会社代表　平野友康
　　　　　  静岡県経済産業部理事　村松毅彦
　　　　　  コーディネーター　鈴木 太夢（FHIX 事務局長）　
閉　　会　   クロージング 17:00～17:30　ポスター表彰・御礼挨拶　奥村FHIX副会長　
※フォーラム終了後　交流会（名刺交換）　17：30 ～ 19：30


