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KRP WEEK 2019

SPECIAL TALK
株式会社 美京都　代表取締役　

中馬 一登 氏

株式会社 taliki　代表取締役

中村 多伽 氏

7月28日（日）～8月4日（日）に開催する、

夏のイベント週間KRP WEEK 2019。

今回、KRP WEEK中に大型イベントを予定している

株式会社美京都（みやこ）代表の中馬氏、

株式会社 taliki代表の中村氏がKRPに顔を揃えた。

“「たまり場@KRP」でイベントを開催”という

共通点をもつ若手起業家の2人が京都を拠点に

何を生み出そうとしているのか。

熱い思いを伺った。
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中馬 一登氏
株式会社 美京都　
代表取締役

中村 多伽氏
株式会社 taliki　
代表取締役

中村　私は大学在籍中、国際協力団体の代
表をし、ニューヨーク留学時ビジネススクールに

通いながら報道局でインターンをしていました。

その時思ったのは、現状を伝えることも大事だ

けど、私は「どうにもならないけど、今苦しんでい

る人がいるから」と苦しんでいる人を助けようと

行動するプレイヤーを増やしたり、応援したりす

る会社に行きたいなと。でも、よくよく考えてみた

ら、「会社に入って修行して創業するよりも、いま

起業して泥臭くやったほうが、3年後には成長し

てるんじゃないか？」と思って、在学中に社会課

題を解決する人材を育成する（株）talikiを立ち

上げました。

中馬　僕は就活の３回生までは「THE普通の
大学生」だったんです。でも、某企業の先輩から

「何でこの会社じゃなきゃあかんの？」とか「何で

それがしたいの？」とずっと聞かれる中で「あれ？

俺のしたい事ができるのって、この会社じゃない

よね」と気づいて。「せっかく生まれてきたんだか

ら、野望を持って希望をもっと生み出したい」と

思って、選考はお断りして、1年休学して海外で

バックパッカーをしました。本が大好きだったので、

大学卒業後は、宮城で東日本大震災のボラン

ティアをしながら、出版社を作ろうと思ったんです

けど、ボランティア団体のお金が回らず断念。

「今からチームを2つに分けるぞ」って言われて、

宮城の現場でがんばるチームと東京に乗り込

んでお金を稼ぐチームに分けたときに、僕、お金

を稼ぐチームに入りました。そこから給料0円で、

2年半くらい東京で起業家のカバン持ちをやっ

て、独立して京都に帰ってきて、株式会社美京

都を立ち上げました。

中村　結局、「組織に入るか・入らないか」って、
「よりやりたい事ができる・できない」という話で

はなく「どっちが向いてるか」というだけの話なん

です。株主にも内定先の人事にも、「お前は絶

対会社じゃないほうがいい」って言われたんで

すよ。それは、私がリーダーシップを持っていると

かいう話じゃなくて、たまたま自分で会社を作っ

たほうが向いていたから。それに起業のかたち

にもいろいろあると思っていて。私の場合は、初

期投資がすごく必要だったのと、かつスタート

アップが色濃かったから、株式会社で調達する

のが向いていたんです。NPOでも合同会社で

も、課題へのアプローチの仕方はいくらでも

あって、なんなら法人格を持たなくてもいいかも

しれない。結局、目の前のやりたいことに対する

手段として、株式会社か組織しか知らなかった

から、いま株式会社になってるだけで。もしかし

たら違うほうが、もっと効果的だった可能性はあ

ると思います。

中馬　僕は学生の頃からずっと、究極の安定
が欲しかったんです。例えば、震災で家もすべ

て無くなっても、「仕事もあるし、お前だったらこ

こでも成功できるだろ。来いよ」って呼んでくれ

る仲間が世界中にいたりとか。自分のしたいこ

とができる力を持っている人になりたいと思っ

たんです。内定をもらった同級生から「お前、地

「普通の大学生」が、就活を機に

起業家を志したわけ

に足を付けろよ」って言われたときに、「大丈夫。

5年後に絶対に結果出てるから」って言って。

5年以上かかりましたけど、日経新聞に載った

ら、みんな「中馬、お前やると思ってたよ」って。

僕にとって究極の安定に一番近いのは起業

家だったという話です。僕も起業家がすべて

じゃないと思っているけど、そういう選択肢があ

るこを教えてくれたりする場所があったらいい

なって思って、いま、10代のキャリアの可能性

を広げる塾みたいなプラットフォームをやって

います。

中村　確かに。やりたいことができる自分になる。
中馬　それと、3年ぐらい前に、ある自治体さん
と一緒に20歳から35歳の間の就職困難者の

人たちが、地元企業に就職できるようにするプ

ロジェクトをやっていたんですよ。就労支援自体

はいい事業だと思いますが、いまの10代の教

育を変えることで、将来困る20代・30代を生ま

ないようにしたいと思ったのが、僕の事業のこ

こ数年間の流れです。

中村　環境が人をつくるって、まさにそうですよ
ね。子どものころから、クリエイティビティや関係

性を大事にすることを学んで、それを自分の資

産として使えるように育てるのはめっちゃいいな

と思いました。

中馬　ありがとうございます。うれしいですね。

中馬　人、組織の問題はしんどかったですか
ね。実は僕、ほんまに去年の9月・10月まで経

営者を辞めようとしてたんです。ただ、去年の

10月に日経産業新聞に僕らの会社が取り上

げられたのを機に「お前が頑張ってくれてるの

が、俺らの元気にもなる」と友人らがいっぱい

言ってくれて。「俺は世の中に希望を生み出し

たかったのに、なに逃げようとしてんのや」と思

い直しました。それと、辞めようとした時に、「あぁ、

俺は人間的魅力もなくなってるし、思考も停止

してるから成長しない」とわかって。それが嫌で

「経営者を辞めへん」って決めたら、脳が絶対

なんとかしようと成長する。この半年くらい、うち

が事業を含め伸びてきてるのも、そうやって切

り替えたからなんですよ。

中村　経営者辞めたいとか、会社辞めたいと
か、毎日思いますね。辞めないけどそう思いま

す。社会起業家にお金が流れるべきだし、それ

によって社会が循環すると思ってたけど、自分

が無知なだけで、「それが間違ってるんじゃな

いか」って。それを乗り越えられたのは、支援し

ていた子たちから「お店作りました」「資金調

達しました」って連絡がすごく来るようになって。

「私のやってたことは正しかったんだ」というの

を再認識して、乗り越えさせてもらったという感

じでした。

コスパが高い京都で、さまざまな人と絡んで

おもしろいこと
を起こしたい！

起業か就職かは、良し悪しよりも

本人の適性

京都産業大学に在籍中、東日本大震災の
ボランティアの活動費を稼ぐため、給料0
円で、起業家のカバン持ちを2年半経験。
「社会を良くする人と組織をつくる」とい
うミッションを掲げ、2014年に3兄弟で
株式会社美京都を設立。人材・教育事業
から観光事業などを手掛け、最近は、10
代の学生を中心に起業家塾をスタート。

京都大学入学後、国際協力団体の代表
としてカンボジアに学校を2校建設。留
学したニューヨークでは、ビジネススク
ールに通いながら報道局で勤務したの
をきっかけに社会課題を解決する人材
を育成する「taliki」を2017年に設立。
本年6月、株式会社 サンブリッジ　グロ
ーバルベンチャーズと業務提携を結び、
起業家への投資が可能な体制を整える
など、起業家支援事業やオープンイノベ
ーション事業の促進に取り組んでいる。
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Little you 2019～覚醒する未来～
あなたならどうしたいのか。生き方を問う60日間
日時 8月4日（日） 12:30→17:00
　　　　　　　　 （懇親会 17:00→18:00）
場所 KRP西地区　4号館　地下1F　バズホール
主催 Next Connect（株）　 運営（株）美京都

Event at K
R

P
 W
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 2019

会場で待ってま～す！

アナタの心に火をつける！

BEYOND KYOTO
クールで優しい社会貢献
日時 7月28日（日）13:00→17:45
場所 KRP西地区　4号館　地下1F　バズホール
主催 （株）taliki

今年で4回目となるBEYOND、今回のテーマは
「幸せ」。当たり前のようで誰しもが分かってな
いこの幸せについて、若手起業家、投資家、
NPO、学生団体など様々な方を交えながらド直
球に考えます。私は今幸せかな？今後どんなビジ
ネスが世の中に求められるの？テクノロジーを活
用して幸せになるためには？そんな問いを持った
皆様に勇気と笑顔と新しい出会いをお届けします。
イベント後の交流会では、ゲスト登壇者や起業家
と混ざり合いお酒片手にお話ししましょう！

「今、この金額渡すって言ったらどう使う？」サ
ッカーの本田選手の問いかけから始まった本イベ
ント。プログラム参加者には10万円が渡され、そ
の使い道を通して、自分はどんな人間で、どう生
きたいのか、60日間、真剣に自分自身と語り合っ
てもらいます。８月４日は、何を実現してきたの
か、それを皆様の前で発表してもらいます。当初
の夢や目標を貫き通して実現した人、悩んで別の
目標を見つけた人、それら全てが成長の証となり
ます。行動を起こし成長した彼ら・彼女らの思い
を是非聞いてください！

ゲスト： アミタホールディングス株式会社 
 代表取締役会長　熊野 英介氏
 CAMPFIRE代表 / NOW代表 他　家入 一真氏
 株式会社リブセンス　桂 大介氏　ほか

Powered by TIS 最終審査会

“たまり場@KRP”でのイベント風景
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中馬　“たまり場”担当のKRPの井上さんが
熱いんですよ。自分の世界観とかパッションを

全部受け入れてくれるし、ぜひいろいろやるよ、

というのが本当に一番大きくて。それに、僕と同

世代の30歳前後の人で、起業を考え始めてい

る人が増えてきたんです。京都には、起業家だ

けじゃなくて熱い社会人仲間がけっこう集まっ

ているので、このたまり場で敷居が低いおもし

ろおかしいイベントばっかりやろう、と。この間は

サッカーの本田選手の右腕をしていた人に出

てもらって、「ナンバー2最強説」っていうイベン

トを開催しました。

中村　 私は“たまり場”に来ることで、投資家
とか民間企業とか普通の起業家、学生、

NPO、年齢、場所みたいな境界線がなくなる感

覚があります。“たまり場”で「こういうの一緒に

やったらおもしろそう」というものが出て来るの

がtaliki的には超ありがたいです。

中馬　あと、やっぱり京都はコスパが高い。東
京で同じことをやったら埋もれる、地方でやって

も、国内外へのインパクトがそんなにない。京都

は絶妙やなと。僕は「たまり場」で、仲間とか京

都でがんばってる人らの人生が豊かになるよう

な時間が作れたらなと思ってます。

―ありがとうございました！

主催者も参加者も、熱い思いを持って集まれる場所

“たまり場@KRP”でイベントを開催する理由

KRP WEEK 2019 SPECIAL TALK

この「SPECIALTALK」の
全文はログミーで公開中♪
めちゃオモロイです。

中村　私は大学在籍中、国際協力団体の代
表をし、ニューヨーク留学時ビジネススクールに

通いながら報道局でインターンをしていました。

その時思ったのは、現状を伝えることも大事だ

けど、私は「どうにもならないけど、今苦しんでい

る人がいるから」と苦しんでいる人を助けようと

行動するプレイヤーを増やしたり、応援したりす

る会社に行きたいなと。でも、よくよく考えてみた

ら、「会社に入って修行して創業するよりも、いま

起業して泥臭くやったほうが、3年後には成長し

てるんじゃないか？」と思って、在学中に社会課

題を解決する人材を育成する(株)talikiを立ち

上げました。

中馬　僕は就活の３回生までは「THE普通の
大学生」だったんです。でも、某企業の先輩から

「何でこの会社じゃなきゃあかんの？」とか「何で

それがしたいの？」とずっと聞かれる中で「あれ？

俺のしたい事ができるのって、この会社じゃない

よね」と気づいて。「せっかく生まれてきたんだか

ら、野望を持って希望をもっと生み出したい」と

思って、選考はお断りして、1年休学して海外で

バックパッカーをしました。本が大好きだったので、

大学卒業後は、宮城で東日本大震災のボラン

ティアをしながら、出版社を作ろうと思ったんです

けど、ボランティア団体のお金が回らず断念。

「今からチームを2つに分けるぞ」って言われて、

宮城の現場でがんばるチームと東京に乗り込

んでお金を稼ぐチームに分けたときに、僕、お金

を稼ぐチームに入りました。そこから給料0円で、

2年半くらい東京で起業家のカバン持ちをやっ

て、独立して京都に帰ってきて、株式会社美京

都を立ち上げました。

中村　結局、「組織に入るか・入らないか」って、
「よりやりたい事ができる・できない」という話で

はなく「どっちが向いてるか」というだけの話なん

です。株主にも内定先の人事にも、「お前は絶

対会社じゃないほうがいい」って言われたんで

すよ。それは、私がリーダーシップを持っていると

かいう話じゃなくて、たまたま自分で会社を作っ

たほうが向いていたから。それに起業のかたち

にもいろいろあると思っていて。私の場合は、初

期投資がすごく必要だったのと、かつスタート

アップが色濃かったから、株式会社で調達する

のが向いていたんです。NPOでも合同会社で

も、課題へのアプローチの仕方はいくらでも

あって、なんなら法人格を持たなくてもいいかも

しれない。結局、目の前のやりたいことに対する

手段として、株式会社か組織しか知らなかった

から、いま株式会社になってるだけで。もしかし

たら違うほうが、もっと効果的だった可能性はあ

ると思います。

中馬　僕は学生の頃からずっと、究極の安定
が欲しかったんです。例えば、震災で家もすべ

て無くなっても、「仕事もあるし、お前だったらこ

こでも成功できるだろ。来いよ」って呼んでくれ

る仲間が世界中にいたりとか。自分のしたいこ

とができる力を持っている人になりたいと思っ

たんです。内定をもらった同級生から「お前、地

に足を付けろよ」って言われたときに、「大丈夫。

5年後に絶対に結果出てるから」って言って。

5年以上かかりましたけど、日経新聞に載った

ら、みんな「中馬、お前やると思ってたよ」って。

僕にとって究極の安定に一番近いのは起業

家だったという話です。

中村　確かに。やりたいことができる自分になる。
中馬　僕も起業家がすべてじゃないと思って
いるけど、そういう選択肢があることを教えてく

れたりする場所があったらいいなって思って、

いま、10代のキャリアの可能性を広げる塾み

たいなプラットフォームをやっています。それと、

3年ぐらい前に、ある自治体さんと一緒に20歳

から35歳の間の就職困難者の人たちが、地

元企業に就職できるようにするプロジェクトを

やっていたんですよ。就労支援自体はいい事

業だと思いますが、いまの10代の教育を変え

ることで、将来困る20代・30代を生まないよう

にしたいと思ったのが、僕の事業のここ数年間

の流れです。

中村　環境が人をつくるって、まさにそうですよ
ね。子どものころから、クリエイティビティや関係

性を大事にすることを学んで、それを自分の資

産として使えるように育てるのはめっちゃいいな

と思いました。

中馬　ありがとうございます。うれしいですね。

中馬　人、組織の問題はしんどかったですか
ね。実は僕、ほんまに去年の9月・10月まで経

営者を辞めようとしてたんです。ただ、去年の

10月に日経産業新聞に僕らの会社が取り上

げられたのを機に「お前が頑張ってくれてるの

が、俺らの元気にもなる」と友人らがいっぱい

言ってくれて。「俺は世の中に希望を生み出し

たかったのに、なに逃げようとしてんのや」と思

い直しました。それと、辞めようとした時に、「あぁ、

俺は人間的魅力もなくなってるし、思考も停止

してるから成長しない」とわかって。それが嫌で

「経営者を辞めへん」って決めたら、脳が絶対

なんとかしようと成長する。この半年くらい、うち

が事業を含め伸びてきてるのも、そうやって切

り替えたからなんですよ。

中村　経営者辞めたいとか、会社辞めたいと
か、毎日思いますね。辞めないけどそう思いま

す。社会起業家にお金が流れるべきだし、それ

によって社会が循環すると思ってたけど、自分

が無知なだけで、「それが間違ってるんじゃな

いか」って。それを乗り越えられたのは、支援し

ていた子たちから「お店作りました」「資金調

達しました」って連絡がすごく来るようになって。

「私のやってたことは正しかったんだ」というの

を再認識して、乗り越えさせてもらったという感

じでした。

経営者を辞めたくなったときに

乗り越えさせてくれたもの
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TEL.075-315-8491

起業家や起業を志す若者が集まる場所、たまり場@KRP。ここは人の繋がり、新たなアイデア、
情熱を得られる場所です。同じ時間を共有し、議論を交わすことで生まれる「気づき」は、あなた
の未来をきっと後押ししてくれます。このたまり場で、つながろう！出会おう！

気 軽
たまり場ならオープンなスペースで
気軽にイベントの主催ができます。
その他無料で使える共用ロビーや
打ち合わせスペースを多数設置。

便 利
使い方は自由自在。イベントや会議には
欠かせない装備が充実しています。
高性能Wi-Fi、 大型プロジェクター、 
ホワイトボード、 音響アンプシステム、電源、
延長コード などすべて使用可能！

近 い
京都駅から電車で 5分！京都駅は
「新幹線」発着だけでなく、JR特急「はるか」で
関西国際空港とつながっています。
関西圏にとどまらず、関東、海外からの
アクセスも容易です。

無料で気軽にイベント主催

POINT

①

POINT

②

POINT

③

使
い
方
は
自
由
自
在
、只
今
イ
ベ
ン
ト
募
集
中
！！

P L E A S E
A C C E S S  

KRP WEEK 2019
イベント参加申し込み

KRP WEEK 2019 で開催される
イベント一覧・詳細がご覧いただけます。
イベントの参加申し込みもできます。
※イベント詳細・お申し込みの前に簡単な

アンケートが表示されます。

KRP PRESS
アンケート

お問合せ先
京都リサーチパーク（株）イノベーションデザイン部
たまり場担当：井上 雅登

たまり場@KRP
イベント申し込み
フォームはコチラ

京都リサーチパーク（株）
イノベーションデザイン部
たまり場担当　
井上 雅登

会場全景と冷蔵庫、軽い飲食も可能です

「こんなイベントがしたい」など、ご相談を待ってます！

ぜひお気軽にお申込み・お問い合わせください。

KRPPRESSを手に取っていただき
ありがとうございます！

40秒程度の簡単なアンケートにぜひ協力ください。

特集：KRP WEEK 2019 

　この場所は、スタートアップ、学生、
研究者、クリエイターやフリーランサー
等の方々が自らのアイデアや想いを発信
し、他分野の人たちとカジュアルに交流
することの出来るイベントスペースです。
イノベーション、オープン参加という2つ
のキーワードを満たすイベントであれば、
手軽に無料でご利用いただけます。昨
年12月にオープンし、6月までの半年間

で約40イベントを開催、1,200人以上
の方にご来場いただきました。会場内の
50席の椅子は配置自由、セミナーやワー
クショップの際は、思い通りにレイアウ
トでき、Wifiも利用可能です。イベント
時には軽食やドリンクの持込も OK！冷
蔵庫もあり、イベント後にはそのまま同
じ会場で交流会も開催できます。　
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KRP
WEEK
2019
2019.07.28 Sun-08.04 Sun
at Kyoto Research Park

各イベントはジャンルで色分けしております
● ROBOT・AI・ICT　● STARTUP PITCH　● WORK LIFE
● LIFE SCIENCE　● EDUCATION・KIDS　● ART・SCIENCE　● その他

主催：京都リサーチパーク株式会社 
後援：近畿経済産業局、京都府、京都市、京都商工会議所、
公益社団法人 京都工業会、一般社団法人 京都経済同友会、
一般社団法人 京都知恵産業創造の森、
公益社団法人 大学コンソーシアム京都
 
KRP WEEKとは、KRP地区で開催される夏のイベント週間です。
2011年に初開催し、約1週間の期間中に
のべ約7,000名の方にご来場いただいています。
地区開設30周年を迎えるKRPは、ブランドスローガン
「ここで、創発。 ～ Paving for New Tomorrow ～」を新たに策定。
今年のKRP WEEKは、テーマをこのスローガンと同じくし、
イノベーションを志す方々により魅力的な交流の舞台を提供すべく、
スタートアップ・ワークライフ・ロボット・AIなどの
多様なジャンル、多様な年代や立場の方々が集まり交わる
イベントを積極的に誘致・開催します。

今年度入社の新人です！左から福持、杉山、井上と申します。よろしくお願いいたします。

KRP WEEK では、ビジネスイベントから子ども向けイベントまで、
今年は 60 を超えるイベントを開催します。起業志向の大学生によ
るピッチなど、高校生・大学生向けのイベントも続々と開催が決
まっています。1 日で複数のイベントに参加できるチャンス！
ぜひお気軽にご来場ください。

7.28 SUN
● BEYOND KYOTO
テクノロジー、ビジネス、ソーシャルの観点から、「幸せ」と向き合います。
13：00～ 17：45（交流会 18：00～ 20：00、有料）

7.29 MON 
● ISO相談室　KRP内に認証機関が入居しています
9：00～ 17：00

● 液体ちっ素の実験と "天然ガス "について学ぼう！
①10：00～ 11：30　②14：00～ 15：30

● Meet Taiwan! The Island of Technology & Innovation 2019 
台湾のリサーチパークから、8社のスタートアップ企業が来日！
13：00～ 17：30

● Life-tech3days 第 5回 KRIC フォーラム
13：30～ 17：40

● JOHNANプレゼンツ　ロボット・モーション・プランニング
技術が変える人とロボットが協働する未来
15：00～ 17：00

● KRP WEEK七夕大交流会　18：00～ 19：30

7.30 TUE
● Life-tech3days キックオフミーティング
～ウェルネス・ベンチャー・エコシステム形成に向けて～
9：15～ 12：00

● 夏休み親子教室　古代火おこしにチャレンジ！
①10：00～ 11：30 　②14：00～ 15：30

● 「夏休み親子味覚体験と和食料理教室」和食ってなあに？
10：00～ 12：45

● サイバー攻撃から組織を守るための対策
～ ISO及び英国認証制度の活用～　10：30～ 12：00

● Google に愛されるヒミツ
なぜGoogle なのか？キホンを知るとSEOに強くなれる
①10：30～ 12：00　②14：30～ 16：00

● 心からのおもてなしマナー講座
相手を想う気持ちの大切さ　13：00～ 15：00

● 「働き方改革」の向こう側
今こそ、社労士が伝えねばならない「働き方改革」の行き着く先
13：00～ 17：00

● Life-tech3days BIO×HARD tech シンポジウム
ライフサイエンスの異分野連携による新たなイノベーション
13：00～ 18：40 （終了後交流会 18：45～ 20：00）

● モリサワ「文字のワークショップ」
フォントのレタリングを通じて「文字のかたち」に触れてみる
体験ワークショップ
①13：30～ 15：00　②16：00～ 17：30

● 創業を考えている方は小さな会社を買いなさい
創業ＶＳ事業承継（継業）　18：00～ 19：40

● 自分に還るヨガ
ヨガの入門基礎クラスを仕事終わりに気軽に体感してみませんか？
19：00～ 20：15

7.31 WED
● KRP Morning Study
7：45～ 8：45

● 京都府中小企業技術センター　研究成果発表会、交流会、
施設見学ツアー（開催時間はwebをご参照下さい。）
この催しをきっかけに、初めての中センを体感してください！

● 堀場製作所 出前授業 「はかる」と「わかる」温度計づくり
センサーの付いた温度計を 1人 1台作成します！
①10：00～ 11：00　②12：30～ 13：30　③14：30～ 15：30

● －成功事例に学ぶ－　2019年度京都産学公連携セミナー
 「学の知恵を活かしてイノベーションを創出する」
13：15～ 17：10

● 七本松落語会　落語で夏の暑気払い！！
落語家さんは林家 菊丸さん、笑福亭 鉄瓶さん、桂 文五郎さんの登場です。
18：30～ 20：45

● 京北をガチで伝える生産者トーク
作り手の思いを知り、明日からの暮らし方が変わる 2時間
19：00～ 21：00

8.1 THU
● IT・技術力のある新卒学生ダイバーシティ雇用
理系分野に強みを持つ新卒学生に出会える採用の形
10：00～ 11：30

● かごの屋　親子調理体験セミナー　
～和食を知る・つくる・食べる～　11：00～ 14：00

[ 働きかたトライアル 3days]
● 「生理痛はないのがあたり前！働く女性のための健康キャリアセミナー」
12：30～ 14：00

● 「企業が知るべき『働く女性の身体のこと』セミナー
～女性がより長く働ける職場を目指して～」
15：00～ 16：30

● Life-tech3days　先端科学拠点の連携・融合による
イノベーションに向けて
13：00～ 17：00

● 改善のススメ２nd in 京都 ～創業フォローアップセミナー～　
14：00～ 16：30（交流会 16：30～ 17：30）

8.2 FRI
● ぷれこん 2019
京都芸術デザイン専門学校の学生による
公開プレゼンテーションイベント！！
9：30～ 17：30

● オープンソースカンファレンス 2019 Kyoto
OSS,AI,IoT, プログラミングなど IT/ オープンソースの総合イベント
10：00～ 17：00（展示は 11：00～ 17：00）

● 京都インデペンデンツクラブ in KRP WEEK
一人でも多くの人と一緒に、1社でも多くの公開会社を育てる
15：00～ 18：00( 交流会 18：00～ 19：00)

● お手軽！時短クッキング　19：00～ 20：30

8.3 SAT
● 夏休み子ども市場見学会
8：00～ 10：30

● ネットトラブル体験コーナー
ネットトラブルを疑似体験してみよう
9：00～ 17：00

● 島津ぶんせき体験スクール
ひさき型分光器を作って光を調べよう！
①9：30～ 10：40 ②11：00～ 12：10

● オープンソースカンファレンス 2019 Kyoto
10：00～ 17：50（展示は 10：00～ 16：00）

[KYOTO STEAM キッズ・ワークショップ ]
●● チンパンジーのためのデジタルアートをつくろう！
①10：00～ 11：00　②11：30～ 12：30

●● ミクロの化石からアートへ！
①10：30～ 12：00　②14：00～ 15：30

●● アート作品や自然界にかくされた算数をみつけだそう！
①13：30～ 14：30　②15：00～ 16：00

● KRP WEEKスタンプラリー　
10：00～ 16：30

● 京都ラボフェス 2019＠産技研
～夏休みものづくり体験デー～　
10：00～ 16：30

 夏休み特別企画　ＡＳＴＥＭ Science School
 ～未来社会を体験してみよう！～
● 京都モノづくりの殿堂・工房学習 with ASTEM
「音を奏でるふしぎな石ころ」
①10：00～ 11：30 ②14：00～ 15：30

● 京都モノづくりの殿堂・工房学習 with ASTEM
「半導体の光“LED”」
①10：00～ 11：30 ②14：00～ 15：30

● iPS 細胞から作った心臓の細胞で実験してみよう
①10：00～ 11：30 ②14：00～ 15：30

●ロボットプログラミング教室
①10：00～ 12：00 ②14：00～ 16：00

● 素材から学ぶくらしの学校「ニュース番組をつくろう！」
①10：00～ 12：00 ②14：00～ 16：30

● Kids Meet Monozukuri at KMG
3Dプリンター、レーザーカッターを使用したものづくり体験教室
①10：00～ 12：00 ②14：00～ 16：00

● 東北復興応援マルシェ   復興への応援を今ココから！京都から！
10：00～ 16：45

[ 働き方トライアル 3days ]
● 働くこと、子育てをするってどういうこと？ワーク&ライフ講座
10：00～ 17：00

● 食育シンポジウム
家族で日本型食生活を実践　～共食のススメ～
13：00～ 16：00

8.4 SUN
● キッズデザインワークショップ「オリジナルドールを作ろう！」
10：00～ 15：00

[ 働き方トライアル 3days ]
● 働くこと、子育てをするってどういうこと？ワーク&ライフ講座
10：00～ 17：00

● えいごでキッズヨガ＆ダンス
夏休みの日曜日！英語で体を動かし、楽しくキッズ向けヨガ＆ダンス！
①11：00～ 12：00　②13：30～ 14：30

● little you 2019　～覚醒する未来～　Powered by TIS 最終審査会
あなたならどうしたいのか。生き方を問う 60日間
12：30～ 17：00（懇親会 17：00～ 18：00）

● AI を使って作る、工夫する、実験する！親子ワークショップ　
【キッズ向けプログラミング】 AI レジを作ろう！
13：30～ 15：00

● 夏休み 子どもごはんの講座
育もう！ 「かむ力」　13：30～ 16：00

● 同志社ビジネススクールMBA公開講座
「オープンイノベーション進展に伴う中小・ベンチャー企業の
活躍の可能性」
13：30～ 17：00

● （仮）町家スタジオイベント

E v e n t  S c h e d u l e

＊イベント詳細は6ページのQRコードよりご確認いただけます。
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特集：KRP WEEK 2019 

　インデペンデンツクラブは、「一人でも多くの

人と一緒に、1社でも多くの公開会社を育てる」

を理念として、起業家とその企業成長を支援す

る投資家やサポーターで構成されるベンチャー

コミュニティー。IPO（新規上場）を目指す企業

がプレゼンを行う事業計画発表会を全国で年

間50回以上行っており、京都では年4回。8月

のKRP WEEKでのイベントは恒例となっていま

す。今回は4部構成となっており、第1部は迷惑

電話フィルタサービスのパイオニアであるトビラ

システムズ（株）代表取締役社長 明田篤氏に

よる基調講演。「株式上場とこれからの戦略」を

テーマに、平成最後のIPOとして今年4月に東

証マザーズに上場した経緯、今後のミッションな

どをお話しいただきます。第2部の事業計画発

表会でのプレゼン、第3部の起業家/会員ス

ピーチともに、京都府内ベンチャー企業のご登

壇を予定。第4部の交流懇親会も含め、より多

くの方にご参加いただき、京都のベンチャーの

最新動向を皆さんにご紹介する場になればと考

えています。2008年末のインデペンデンツクラ

ブ発足から10年が経ち、ベンチャー企業を取り

巻く環境は大きく変わりました。資金が豊富に

流入し、若い起業家も増えて、活況を呈していま

す。多くの大学やベンチャー企業があり、ベン

チャーを応援しよう、育てようという意識が根づく

京都で、IPO企業として大きく花を咲かせる。本

イベントがその一助となることを期待しています。

　日本の製造業では労働人口の減少が大き

な課題となっており、その対応策としてロボット

の導入が進められています。しかし、製造工程

全てをロボットで無人化することは容易ではあ

りません。そこで目指すのは一部の工程を人間

に代わる、あるいは人間をサポートして一緒に

働けるロボットの導入です。人と「協働する」ロ

ボット。その実現に必要となるのが、人や障害

物を感知し、「避ける」動きが取れること。従来

の衝突してから停止し、初期位置から再起動

するロボットとは違い、安全かつ効率的に作業

を行うことができます。JOHNANイノベーション

ラボでは、世界最先端のモーション・プランニ

ング技術を持ち、世界の名だたるメーカー企業

から出資を受ける米国Realtime Robotics社

と業務提携し、モーション・プランニング技術を

用いたロボット制御システムの開発を進めてい

ます。今回のイベントでは、ロボット制御システ

ムの特長や、具体的な使用例、将来提供でき

うる価値などをお話しするとともに、ピッキングロ

ボットを会場に設置。ロボットとの協働作業を

実際に体験していただきます。人とロボットが

一緒に働く世界が遠い未来の話ではなく、間

近に迫っていることを実感していただけるので

はないかと考えています。

KRP WEEK 2019
PICKUP EVENTS STARTUP・PITCH KRP WEEK 2019

PICKUP EVENTS ROBOT・AI・ICT

京都インデペンデンツクラブ in KRP WEEK
8月2日(金)　15：00～18：00　
場所： KRP東地区 KISTIC 2 階
　　　イノベーションルームA
主催：（特非）インデペンデンツクラブ
対象： 起業家およびベンチャー支援者
お問い合せ先：（特非）インデペンデンツクラブ事務局
　　　　　　　高田
                     TEL：03-3980-2945
                     E-Mail：club@independents.jp

京都からIPO企業を誕生させる
多様な背景と可能性を伝えたい

モーション・プランニング技術が変える
人とロボットが協働する未来
7月29日(月)　
15：00～17：00　
場所：KRP東地区 1号館 4F サイエンスホール
対象： 協働ロボットを活用したビジネスに
　　　興味のある方
主催：JOHNAN（株）
お問い合せ先：info.jil@johnan.com

世界が注目する先進技術がつくりだす
未来の生産システムを実感する

イベント風景 （特非）インデペンデンツクラブ
理事　國本 行彦氏

　

　（株）日本政策金融公庫、（公財）京都産業

21、京都リサーチパーク（株）という、京都の中

小企業をサポートする3つの機関が共同で、創

業後概ね5年以内の若い企業のためのフォ

ローアップセミナーを開催します。希望を胸に

創業したものの、なかなか軌道に乗らず苦戦し

ている企業が今後10年20年と活躍していくた

めに、今するべきことは何なのか。なぜ当初の

事業計画とズレてしまったのか。自社の改善に

つながるヒントがきっと見つかるセミナーです。2

部構成の第1部は、3人の先輩起業家を招い

てのパネルディスカッション。実際にどのような

方策を立てて創業期を乗り切ってきたのか、改

善の実例を示します。パネリストは、居酒屋、家

事代行、学習塾の代表という異なる業種の、

身近な規模の起業家。参加者たちの事業にす

ぐに反映・活用できそうな取り組み例を紹介し

ます。改善に向けた気づきにつながるワークも

行う予定です。また第2部の交流会では、同業

種や同地域の方など同じ創業期にいる仲間と

交流いただけます。売上げの伸び悩み、人材

の育成など抱える悩みが多いにもかかわらず、

創業期の企業を対象とした支援イベントは比

較的少ないのが実情です。主催3機関はもち

ろん地元金融機関や京都府・市などの協力を

得て、オール京都で、創業期の若い企業の成

長を応援します。

改善のススメ 2nd in 京都
～創業フォローアップセミナー～
8月1日(木)　14：00～16：30
場所：KRP西地区 4号館 B1Fバンケットホール
主催：（株）日本政策金融公庫
　　　（公財）京都産業 21
　　　京都リサーチパーク（株）
お問い合せ先：TEL：075-211-3230
　　　日本政策金融公庫 京都創業支援センター
　　　村上、徳田

先輩企業の身近な実例に学び
改善への一歩を踏み出す

前年度のイベント風景 （株）日本政策金融公庫 
京都創業支援センター 所長　徳田 風土氏

IPOを目指して日々研鑽をつづけるベン
チャー企業と、ベンチャーを応援する京
都の土壌。その可能性と最新の動向を
知るイベントについて伺った。

創業後なかなか採算ベースに乗ること
ができないのはなぜか。業況改善のヒ
ントとなるセミナーについて伺った。

　オープンソースカンファレンス（OSC）は、オー

プンソースソフトウェア（OSS）の最新情報を提

供するイベントで、2004年9月から15年間、全

国各地で170回以上開催しており、KRP地区

での開催は9回目となります。OSSの開発はボ

ランティアの集まりである「コミュニティ」から始

まったこともあり、OSCは、コミュニティとOSSを

扱う企業が集まって情報発信をするイベントとし

てスタート。現在は2日間で1000名近い参加者

が集まる一大イベントとなりました。そもそもオー

プンソースとは、ソフトウェアの元となっている

「ソースコード」を公開し、誰でも無償で自由に使

えるようにしようという考え方です。様々なデジタ

ル家電やスマートフォン、自動車などでOSSが

使われており、最近では、ビッグデータやAI、ブ

ロックチェーンなどの新しい技術を支えるソフト

ウェアの多くがOSSとして公開されています。

2020年度から小学校でプログラミング教育が

必修化することを見据えて、学習環境として自

由に使えるOSSが採用される例が増えている

点も見逃せません。今回のOSC京都には約80

団体のグループや企業が集まり、2日間に渡り

展示ブースとセミナーでOSSの最新情報をご

提供します。子どもから大人まで楽しんでいただ

ける「文化祭」のような雰囲気のイベントです。

是非、気軽に足をお運びください。

オープンソースカンファレンス
2019 Kyoto
8月2日（金）10：00～17：00
8月3日（土）10：00～17：50
場所：KRP東地区 1号館 1Fアトリウム 4F
対象： IT・オープンソースなどに興味がある方
主催：オープンソースカンファレンス実行委員会
お問い合せ先：オープンソースカンファレンス事務局
　　　　　　　TEL：03 - 5774 - 9461
　　　　　　　E-Mail：osc2019@begi.net　　

OSS,AI, IoT,プログラミングなど
IT/オープンソースの総合イベント

KRP WEEK 2018 のイベント風景 OSC実行委員会　宮原 徹氏

ピッキングロボットを調整する亀山氏

その使いやすさと自由度の高さから私た
ちの身近な家電でも使われているオープ
ンソース。その一大イベントであるオープ
ンソースカンファレンスについて伺った。

AI、ロボット、水中ドローン、様 な々分野で
最先端の研究と事業展開を続ける
JOHNANイノベーションラボ。彼らが取り
組む人間を感知して、ぶつからないよう避
けるロボットはどんな未来をつくりだすの
か。興味深い企画内容について話を伺った。

JOHNANイノベーションラボ
左から上野 敏寛氏、中原 林人氏、亀山 晋氏
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8月1日（木）　
12：30～14：00
場所：4号館地下 1階　
　　　バンケットルームC

生理痛はないのがあたり前！働く女性のための健康キャリアセミナー

対象： 生理や更年期や女性ホルモン
　　　について知りたい方
主催：utena works（株）
お問い合せ先：info@utena-works.com

働くこと、子育てをするってどういうこと？ワーク&ライフ講座

8/3（土）・8/4（日）10:00～17:00（2日間連続の講座です）
KRP西地区　4号館地下 1階　バンケットホール
対象：学生 , 一般
主催：京都府仕事と育児の両立体験プログラム事務局
定員：20名（先着順）　問い合せ先：TEL：03 - 6801 - 8335

（株）エンカレッジ　代表取締役　窪 貴志氏

※8月1日（木）15時から「企業が知るべき『働く女性の身体のこと』セミナー」を
　4号館2階ルーム1で開催します。こちらもぜひどうぞ。

「働くこと、子育てするってどういうこと？ワーク&ライフ講座」は、京都府
仕事と育児の両立体験プログラムの一環として実施する講座です。「仕
事と子育ての両立」という当事者意識を持ちにくいテーマを自分ごとにと
らえ、ワークショップもしながら将来を具体的に考えます。京都府では、子
育て環境日本一をめざし、仕事だけではなく、結婚や家庭、子育て等を含
めたトータルの人生設計（ライフデザイン）を具体的にイメージし「京都で
働きながら子どもを生み育てる」ことを体験的に学ぶ「仕事と育児の両立
体験プログラム」を実施しています。

「生理痛」はあるのが当たり前と思っていませんか？身体の状態が健康だ
と生理の時や更年期を快適に過ごすことができます。女性は毎月の生理、
妊娠出産、更年期と一生「女性ホルモン」に体調や気分を支配され、健
康やキャリアプランに大きく影響を与えています。しかし、そうした知識をき
ちんと学ぶ機会はほとんどありません。セミナーでは、学校では教えてくれな
い「生理の仕組み」「女性ホルモン」などについてわかりやすくお伝えしま
す。生理にトラブルのある方や更年期が気になる方、妊活中の方にも、ぜ
ひ聞いて欲しいお話です。

特集：KRP WEEK 2019 

　売り手市場とされる学生の就活現場にあっ

て、苦戦を強いられている学生たちがいます。一

般的に求められるリーダーシップやコミュニケー

ション力などに苦手さを持つ、発達障害のある

学生や就職活動に不安を抱える学生たちで

す。一方で彼らには、秀でたスキルなど何らかの

専門性をもっている人材が少なくありません。そ

んな彼らと企業の出会いをつくり、彼らが専門

性を生かして活躍できる場につないでいこうと

いうのが、本イベントの狙いです。社会性やコ

ミュニケーション面で困難さを抱えた学生は、た

だ単純にマッチングするだけではうまくいかない

場合も多いものです。そこで重要になるのが、

学生を送り出す大学内でのサポート体制。キャ

リアセンターや学生課など学内で第三者的に

支援できる存在を設置し、就活のための準備と

して一人ひとりの自己理解をサポート。強みはも

ちろん苦手な点も含めて「見える化」すること

で、スムーズなマッチングにつながります。また企

業サイドにおいても、自社で役立つスキルをも

つ学生は即戦力になるはず。苦手な面をもって

いても環境を整えるなどキチンと配慮すれば、

活躍できるのです。そのために企業はどのような

工夫をすればいいのか、また大学の就職支援

や学生課は、伴走者としてどのように支援して

いけばいいのかなど、事例を交えながらお話しし

ていきます。発達障害や苦手さを抱える人が働

きやすい環境は、誰もが働きやすい環境でもあ

ります。介護や子育て、病気など、ライフステー

ジのなかで働きづらさが表面化する時期は誰に  

でも訪れる可能性があります。人生や働き方が

多様化していくなかで、対象者を問わず柔軟な

働き方に応えられる環境が求められています。

強みも弱みも公開して、それを第三者的に支え

る人がいて、企業との間をつないでいく。発達

障害を持つ学生の就労支援を一つのスタート

として、多様な働き方支援にもつながる、そうし

た採用のあり方、人材の新たな発見の仕方を

一緒に考えていきましょう。

　関西地域に資源の集中するウェルネス分

野において、起業または事業開発を目指す人

には、グローバル市場に挑戦するための基礎

体力が必要です。本イベントでは、海外との

接点機会に臆することなく挑戦できるよう、当

該分野に特化したビジネスモデルや海外事

例を紹介するほか、国内外のキーマンがメン

ターという身近な存在として参加する場を定

期的に開催します。キックオフイベントとなる

今回は、３名の講師が登壇予定。小柳先生

によるエコシステムについてのお話につづい

て、黒田弁護士の講演では、国内法を例に

基本的な仕組みを理解して、海外の諸規制

への理解につなげていただきます。川向先生

の講演では、アイディアの源泉となるリベラ

ルアーツの重要性を実感いただくワーク

ショップも予定しています。

*最初からグローバル市場を見据えた知財戦略
に基づくビジネスモデルを作り、英語での情報発
信力を磨く。

IT・技術力のある新卒学生 ×ダイバーシティ雇用
8月1日（木）　10：00～11：30
場所：KRP西地区　4号館 2F　ルーム 1
対象： 企業の経営者、採用担当者、
　　　大学のキャリアセンター、学生支援担当、
　　　現役学生など
定員：50名
主催：（株）エンカレッジ
お問い合せ先：encourage@en-c.jp
　　　　　　　TEL：06 - 6535 - 8584

第 5回 KRIC フォーラム
7月29日（月）　13：30～17：40
場所：KRP西地区　4号館地下 1階　バズホール
定員： 250 名
主催：近畿経済産業局　
　　　関西再生医療産業コンソーシアム（KRIC）
お問い合せ先：京都リサーチパーク（株）　長田
　　　　　　　nagata@krp.co.jp
　　　　　　　TEL：075 - 315 - 9360

働きづらさを抱えた人が活躍できる
「採用のカタチ」を考える

キックオフミーティング
～ウェルネス・ベンチャー・エコシステム形成に向けて～
7月30日（火）　9：15～12：00　
場所：KRP東地区　1号館 4F　G会議室
対象： ウェルネス分野での起業または事業開発を
　　　目指す方、および、支援者（大学、金融期間、VC）
定員： 50 名（お申込み多数の場合、抽選）
主催：京都リサーチパーク（株）
お問い合せ先：京都リサーチパーク（株）中根　
　　　　　　　hvckyoto@krp.co.jp　
　　　　　　　TEL：075 - 315 - 9040

プログラム

9:30 ～　ご挨拶とエコシステム構築に向けた
              取り組みについて
　　　　  筑波大学つくば臨床医学研究開発機構
              教授　小柳 智義氏

9:45 ～　ウェルネスビジネスのための
              R&D法務入門
　　　　  黒田真稚惠法律事務所　
              弁護士　 黒田 真稚惠氏

11:00 ～　アイデアとリベラルアーツ
　　　　　京都造形芸術大学　芸術学部　
               キャラクターデザイン学科　
               准教授　川向 正明氏

12:00　　終了予定

関西のウェルネス・ベンチャー・
エコシステム形成の取り組み

KRP WEEK 2018 のイベント風景 経済産業省　近畿経済産業局　地域経済部　
バイオ・医療機器技術振興課
再生医療担当係長　伊藤 尚志氏

高い専門性を持ちながら内定に結びつ
かない、発達障害のある学生や就職活
動に不安を抱える学生たち。そんな彼ら
と企業をつなぐ、（株）エンカレッジが考
える「採用のカタチ」とは。

再生医療の産業化を加速する
最新情報提供と交流の場

KRP WEEK 2018 のイベント風景

左上：川向 正明氏

右上：小柳 智義氏

左　：黒田 真稚惠氏

2025年の大阪・関西万博の開催に向け
て、ウェルネス分野のベンチャーがグ
ローバル市場で勝つためのスキル* を身
につけられるコミュニティの形成を目指
すキックオフイベント。

　手術や投薬など、従来の手法では治療困難

とされる疾患の根本治療に路を開くと期待され

ている再生医療。その実現のためには、細胞採

取から培養、搬送までの一連のバリューチェーン

による多様な技術を必要とするため、産業界に

よる研究開発や新たな機器・サービス等の提供

が欠かせません。しかし、関西エリアには、再生

医療分野に取り組む企業が集積しているもの

の、提携相手が見つかりにくい、中小企業の再

生医療分野への参入ハードルが高いなどの課

題がありました。このような状況を踏まえ、近畿経

済産業局では再生医療の産業化を目指して、

「関西再生医療産業コンソーシアム（KRIC）」を

2015年に設立。年間を通して、コーディネー

ターによるマッチング支援や新規参入の事業者

を対象としたセミナーなどを実施しています。

KRP WEEKでは、今年度の活動のキックオフと

なる「KRICフォーラム」を開催します。当日は、慶

応義塾大学の岡野先生やアンジェス（株）、

（株）ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングに再

生医療の最新のトピックについてご講演をいた

だくとともに、KRIC登録企業によるプレゼンを実

施する予定です。過去には、異分野で培った技

術を応用し、再生医療分野に参入した例もありま

すので、KRICに登録していない方でも、再生医

療に関心のある方は、ぜひご参加いただき、再生

医療の”現状”を感じていただければと思います。

再生医療の産業化を目指して、異分野
からの参入、製品化までサポートする
KRIC。再生医療分野へ参入するために
は？今回のイベントとKRICの活動内容
について伺った。

KRP WEEK 2019
PICKUP EVENTS WORK LIFE KRP WEEK 2019

PICKUP EVENTS LIFE SCIENCE
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Newcomers KRPエリアに入居された
新しい企業様のご紹介です

KRP スタジオ棟

代表取締役  牧野 成将
URL：https://makersboot.camp/　MAIL：info@makersboot.camp
業種：その他

株式会社 Darma Tech Labs

京都をモノづくりベンチャーの都へ

私たちのミッションは、スタートアップを中心としたものづくりをする起業
家の、ビジネスモデル段階からサプライチェーンまでの成長を支援する
ことです。製品の試作段階における問題解決と、投資による資金面で
のサポート、KRPからすぐのところにあるファブスペース「Kyoto 
Makers Garage（KMG)」の運営によるコミュニティ形成、スタートアッ
プ向けセミナー・イベントの企画運営が主な事業です。世界中のスター
トアップと日本のモノづくり企業を繋げるハブとなり、「試作」と「投資」を
支援する世界的なベンチャーキャピタルになることを目指します。

KRP 2号館

代表取締役  小松 広行
URL：http://www.pasys.co.jp/　MAIL：info@pasys.co.jp
業種：ICT（開発）

株式会社 パシフィックシステム

診療所から中小規模病院まで医療機関様のニーズにマッチした
総合医療情報システム MALL３

MALL３は、電子カルテとオーダリング機能を備えた医療情報システム
です。当社が長年医療システムに携わった経験とノウハウが蓄積され
ております。また、豊富な部門システムもラインアップしています。ユー
ザーからの要望・医療制度改定といった日々変化する医療現場での
ニーズに対応出来るように日々進化する電子カルテです。医療に情熱
をかたむけるお客様や、そして病気と闘う患者様やそのご家族を、少し
でも当社のシステムで支えることができるよう取り組んでまいります。

KRP 2号館

代表取締役社長 峯瀧 健司
TEL：03-3412-6072　FAX：03-3412-2040
URL：https://www.ics-p.net/　MAIL：net-business@ics-p.jp
業種：ICT（開発）
一押し商品：戦略情報会計システム OPEN21 SIAS

株式会社 ICSパートナーズ

「はかる」は未来へつながっている
手づくり温度計でいろいろな温度を測定体験

「技術」で会計業務をお手伝いする新拠点を開設

1980年の創業より大手・中堅企業向けのパッケージ会計システムを

開発しており、4000社を超える導入実績があります。今回、開設した

「ラボチーム」では、最先端技術（AI・RPA・NLPなど）の研究を行い、

製品の機能強化を図り、経理部門にとって役立つサービスの提供をし

ていきます。

　「はかる」技術で環境・健康・社会に貢献する

（株）堀場製作所が、今年も、子どもたちのために

体験型授業を開催します。今回一緒に作るのは、

センサーを搭載した３色で温度がわかる温度計。

18℃以下なら緑色、28℃以上は赤色、その間な

ら黄色のランプが光ります。できあがった温度計を

使って水道水やカイロなどの温度をはかり、節電な

ど環境に対する取り組みについてお伝えします。室

温をはかって冷房や暖房をつけたり、体温をはかっ

て高ければ病院に行ったり。「はかる」ことは次の

行動への目安になり、未来へもつながっていくのだ

ということを、楽しく体験しながら学べる授業です。
経理部門の

「あったらいいな」

をカタチに

会計シ
ステム

に

　　　
AIは必

要ない
？

堀場製作所 出前授業
「『はかる』と『わかる』世界で
ひとつだけの温度計」
7月31日 (水)　
① 10：00～11：00　② 12：30～13：30　　　　
③ 14：30～15：30　
場所：KRP西地区4号館2F ルーム2B
対象：小学１～４年生（１、２年生は保護者同伴）
定員：各回10名
主催：(株)堀場製作所
お問い合わせ先：同上 /景山 TEL：075-325-5073

宇宙への興味が広がる　
光の分析体験

　子供達が理科や科学に興味を持つきっかけを

提供したい、との思いからスタートした「島津ぶん

せき体験スクール」。同社の回折格子が搭載され

ている惑星分光観測衛星「ひさき」の姿を模した

分光器を作ります。分光器を覗くとLEDや自然光

など光の種類によって異なる虹色の帯（スペクト

ル）が観察でき、光が不思議なものだと実感でき

ます。作った分光器は持ち帰ることができ、家庭で

の学習や、飾って宇宙に想いを馳せ楽しむ事もで

きます。当日は「ひさき」の回折格子開発に携わっ

た技術者も講師の１人として参加します。子供達

のなぜ？調べてみたい！という気持ちが広がります。

島津ぶんせき体験スクール
「ひさき型分光器を作って光を調べよう！」
8月3日 (土)　
① 9：30～10：40　②11：00～12：10
場所：KRP西地区4号館2F ルーム1
対象：小学3～6年生
定員：毎回30名
主催：(株)島津製作所
お問い合わせ先：同上 /総務部 
        TEL：075-823-1586
E-Mail：s-taiken@group.shimadzu.co.jp
申込み先：KRP WEEKのwebページより

京都の事業者や職人の技術を
さまざまに、楽しみながら疑似体験

　夏休み恒例の研究所公開イベント「京都ラボ

フェス＠産技研」が、今年も開催されます。毎

年人気の金めっきのキーホルダーや、模様染に

よるタンブラーづくり、電動ろくろでの陶芸体験な

ど、今年は体験や実演を中心にした19のメニュー

をご用意。CNF（セルロースナノファイバー）を

使ったプラスチック製ミニカーの成形加工や、画

像認識AI技術、陶磁器用絵具（釉薬）づくりなど、

最先端技術や伝統技術を見学することができ、

京都の伝統産業、ものづくりの歴史や技術にふ

れ、未来を担う子どもたちに科学の面白さを知っ

てもらえるメニューをたくさん揃えています。

京都ラボフェス2019＠産技研
夏休みものづくり体験デー
8月3日 (土)　
10：00～16：30　
場所： （地独）京都市産業技術研究所
対象： 体験により、年齢の制限あり
定員： 体験により異なる 合計570人
主催：（地独）京都市産業技術研究所
お問い合わせ先：同上 /TEL：075-326-6100

最先端の科学や技術に
ふれる、体験する、体験型イベント

　開所30周年を記念して「子どもたちに、未来を

想像し、未来社会を自ら創造していく志を持っても

らう」ことを目的にイベントを企画。１日を通して、

ものづくり体験やニュース番組制作、プログラミング、

デジタルアートなど全9種の体験型教室を開催しま

す。そのうちの1つ、ヒトの体や iPS細胞の仕組

みについて学ぶ体験型教室では、最先端を走る

スタートアップ企業の協力のもと、iPS細胞から作

られた心臓の細胞を使って実験します。薬液をか

けた細胞の動きが速くなったり遅くなったりする様

子を観察し、細胞が「生きている」ことを実感。科

学の面白さを子どもと一緒に体感してみませんか？

夏休み特別企画　ASTEM Science School
～未来社会を体験してみよう！～
8月3日 (土)　
10：00～16：30
場所：ASTEM棟・4号館・KISTIC・ 
　　  Kyoto Makers Garage
対象： 小学生　※保護者同伴
主催：（公財）京都高度技術研究所
お問い合わせ先：同上 /総務部 川上・湯浅 
        TEL：075-315-3625
申込み先：KRP WEEKのwebページより

過去の授業風景と授業で組み立てる3色で温度がわかる温度計

惑星分光観測衛星「ひさき」の姿を模した分光器

KRP WEEK 2018のイベントの様子

全９種の体験型教室を開催予定

特集：KRP WEEK 2019

KRP WEEK 2019

PICKUP EVENTS EDUCATION • KIDS
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KRP地区30周年記念共催・協賛イベント続々開催中！

勝間和代＆増原ひろこ講演会
～新しい時代の個人と会社の思考法～

ＫＹＯＴＯ大学生
グローバルベンチャーコンテスト2019

AI時代がもたらす社会とビジネスのパラダイムシフト
いかに企業はAIを活用すればよいのか

上 増原 ひろこ氏　下 勝間 和代氏

　KRP地区開設30周年、KRP地区を拠点
として活動される士業の先生方を中心とした異
業種交流会「ふくろう倶楽部」15周年という
節目を記念して、KRP地区にて講演会を開催。
株式会社トロワ・クルール代表取締役の増原
氏と中央大学ビジネススクール客員教授の勝
間和代氏にご登壇いただき、増原氏には、
“LGBT“をテーマに企業・個人と多様な性と
の向き合い方について、勝間氏には、ご著
書「勝間式超コントロール思考」から“思考”
をテーマに夢を発言することの重要性などをお
話しいただいた。定員150名の会場は満席と
なり、熱心な質疑応答も行われた。

　起業を志す国内外の大学生がビジネスプランを競う「KYOTO大学生グロー
バルベンチャーコンテスト2019」が開催された。本イベントは、次世代の起
業家の創出・育成を行う生田グローバル㈱などがつくる大学生グローバルベ
ンチャーコンテスト実行委員会が主催。海外からは、高麗大学や四川大学な
ど11校、国内からも10校、合
わせて200人を超える応募があ
り、5月19日には、予選を勝ち
抜いた12組の最終プレゼン
テーション・結果発表が KRP
地区で行われた。日本からは、
神戸大学と早稲田大学の2
チームが選考を通過し、神戸
大学が第3位に入賞。賞金10
万円と賞状が贈呈された。

　京都でエコシステムの構築を目指す
JOHNAN㈱。そのためには京都の産業全体
での発展が不可欠。労働人口が減少していく
中でどのように世界と戦っていくのか。その答
えの一つとして考えられる AIの活用を京都全
体で促進すべく、AIに関する講演会が200名
規模で開催された。登壇者はシリコンバレー

で AIビジネスデザインを手掛けるパロアルトイ
ンサイト社 CEO兼 AIビジネスデザイナーの石
角氏と、AIに特化したデバイス開発を行う
Gyrfalcon Technology Japan㈱代表取締
役会長兼 CEOの西口氏。アメリカと日本の
AIに対する姿勢の違いを解説し、世界的な
AI化の波に明らかに乗り遅れている日本企業
に対して警鐘を鳴らした。AIの導入は中小企
業にとって高いハードルではなく、中小企業こ
そ AIを導入すべきとの見解をそれぞれの視点
から熱く語った。

　＜言葉のチカラ＞巻頭では、（株）美京都の中馬社長、（株）taliki の
中村社長に起業のきっかけから経営者を辞めたくなった時どう乗り越え
たか等お話頂きました。彼らは普段、10 代 20 代の起業家を創る事業を
しているせいか「人に対する問いかけ」機会、「自分の内面に対する問いか

け」機会が多いのだろうと思わせる言葉の数々でした。彼らの意志ある言
葉のチカラを、表紙デザインとし、ログミーに全文掲載しています。KRP 
PRESSからは今後も多様な「言葉のチカラ」を発信できればと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（足立）

日時：2019 年 5 月 9 日（木）　場所：KRP1 号館
共催：京都リサーチパーク（株）

日時：2019 年 5 月 31 日 ( 金 )　場所：KRP4 号館
バズホール　共催：京都大学経営管理大学院 京都も
のづくりバレー構想の研究と推進（JOHNAN）寄附
講座　協賛：京都リサーチパーク（株）　後援：京都府、
（公財）京都産業21

日時：2019年5月19日(土 )　場所：KRP1号館　共催：京都府、京都市、京都商工会議所、
（公財）京都府国際センター、（独）JETRO京都、（独）中小企業基盤整備機構近畿本部、（公財）
京都高度技術研究所、（公財）大学コンソーシアム京都、京都リサーチパーク（株）、京大オ
リジナル（株）

主催：（一社）ふくろう倶楽部

主催：JOHNAN（株）

主催：大学生グローバルベンチャーコンテスト実行委員会

ANNIVERSARY30th
記念イ

ベント

レポー
ト


	H1
	01_02
	03_04
	05_06
	07_08
	09_10
	11_12
	13_14
	H4



