
発信日：令和２年（2020年）７月 17日（金）

つくば市記者会 御中

■取材依頼 ■周知依頼 □募集告知 □その他

発信元：つくば市政策イノベーション部科学技術振興課スタートアップ推進室

全7枚

茨城県が主催する、起業家、投資家、研究者など、スタートアップに関わる様々
な分野の方々がつくばに集い、交流するプログラム「TSUKUBA CONNÉCT」の第
１回がつくばスタートアップパークで開催されます。
つくば市は、本事業への協力をはじめ、スタートアップ推進に取り組む各機関と

の連携を強化し、スタートアップ・エコシステムの発展に努めていきます。

＜開催概要＞

日時：令和２年（2020年）８月７日（金）18:00～20:30（17:30開場）

会場：つくばスタートアップパーク（つくば市吾妻2-5-1）
※登壇者、関係者のみ

主催：茨城県

協力：つくば市

参加方法：登壇者や関係者以外はオンライン（Zoom）参加（参加料無料）

申込方法：以下のページからオンライン申込

※取材申込方法等、詳細は別添の茨城県の資料をご参照ください。

イノベーション創出に向けた交流プログラム
つ く ば コ ネ ク ト

「TSUKUBA CONNÉCT」
つくばスタートアップパークで開催！

https://peatix.com/event/1554818/view?k=a5a1bfc47f
5f191b289631e3b231b0428dfb1f3a



令和２年７月１７日 
技 術 革 新 課 

「TSUKUBA
つ く ば

 CONNECT
コ ネ ク ト

」を開催します！ 

 
 このたび，つくばを中心としたスタートアップの世界的な拠点形成を図るため，起業家

や投資家，研究者など，様々な分野の方が集い，交流するプログラム「TSUKUBA 
CONNECT」を令和２年８月７日（金）から令和３年３月まで，毎月第１及び第３金曜日

につくば市内で開催いたしますので，お知らせいたします。 
 
 初回の８月７日（金）は，県から業務を受託し「TSUKUBA CONNECT」を運営する

（一社）ベンチャー・カフェ東京代表の山川恭弘氏や，A.T.カーニー日本法人会長の梅澤高

明氏のほか，県内起業家や女性研究者等が登壇し，スタートアップに係るつくばの今後の

展望等に係るトークセッション等を開催いたします。取材方よろしくお願いいたします。 
なお，取材を希望される場合は，取材申込書（別紙１）により，８月３日（月）１７時ま

でにお申し込みをお願いします。 
※新型コロナ対策として，会場の収容人数を２５名程度とさせていただきますので， 
各社１名での取材にご協力をお願いいたします。 

 
 開催に当たっては，「新しい生活様式に沿った新しいイベント」として，オンラインの活

用，ソーシャルディスタンスの確保，マスクの着用やアルコール消毒の徹底など，新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の取組みを実施いたします。 
 
１ 初回の概要 

（１）日 時 令和２年８月７日（金）１８：００～２０：３０ ※開場１７：３０ 
（２）会 場 つくばスタートアップパーク［住所：つくば市吾妻 2-5-1 つくば市産業振興センター］ 
       ※地図（別紙２）を参照ください。徒歩５分程度の場所に，駐車場を用意しております。 
（３）プログラム ※新型コロナ等の状況により，オンラインの登壇になる場合があります。 

１８：００ 開会 
１８：０５ キーノート 

山川 恭弘（（一社）ベンチャー・カフェ東京代表理事，バブソン大学准教授） 
   １８：３０ 登壇者トーク，パネルディスカッション，コネクティングセッション 
          中野優理香（宇宙航空研究開発機構（JAXA）有人宇宙技術部門フライトディレクタ） 
          鈴木健嗣（筑波大学システム情報系教授，サイバニクス研究センター長） 
          梅澤高明（A.T.カーニー日本法人会長，CIC Japan 会長） 
   ２０：００ グローバルメッセージ（世界各地のベンチャー・カフェ代表） 
          Bego Maite Jimenez Ocio（ベンチャー・カフェ Bilbao 代表） 
          Tracy Brala（ベンチャー・カフェ Philadelphia 代表） 
          Daniel Enriquez Vidana（ベンチャー・カフェ Boston 代表） 
   ２０：２０ 閉会挨拶 
          毛塚幹人（つくば市副市長） 
          木名瀬貴久（茨城県技術革新課長） 
（４）参加者 登壇者や運営以外は，オンライン（Zoom を利用）での参加になります（参加料は無料）。 

資料提供 



２ ２回目以降の開催について 

  ○日程 令和３年３月まで毎月２回開催（原則，第１，第３金曜日） ※計１６回開催予定 
  ○場所 つくば市内（つくば研究支援センターやつくばスタートアップパークほか） 
   ※新型コロナ等の状況により，オンラインの登壇になる場合があります。 
 
 
 ※詳細につきましては，以下のＵＲＬでご確認ください。 

https://venturecafetokyo.org/tsukuba-connect/ 
  
 
  

■お問い合わせ 

 茨城県 産業戦略部 技術振興局 技術革新課イノベーション創出Ｇ 

        【担当】永井，大森 TEL029-301-3522 



【別紙１】 

 茨城県技術革新課 イノベーション創出 G 宛 

 FAX：029-301-3599 

 

「TSUKUBA CONNECT」（8/7（金））に係る取材申込書 

 

貴社名  

ご担当者 氏名： 

 

携帯電話番号： 

 

 

記者・スチールカメラ・TV カメラ ← （○で囲んでください） 

 

 

※各社１名での取材にご協力をお願いいたします。 

  



【別紙２】 

  

 つくばスタートアップパーク 

つくば駅 

臨時駐車場 

つくば駅西 

※電車でお越しの場合：つくばエクスプレスつくば駅 A１出口から北方面に進みます

と，左側がつくばスタートアップパークです（徒歩５分）。 

つくば市ふるさとハローワークセンター 

※お車でお越しの場合：ななまる公園南側の臨時駐車場をご利用ください。駐車場か

ら大学通りを北方向に約 300ｍ進みますと，右手につくば市

ふるさとハローワークの建物があります。その奥がつくばス

タートアップパークです（徒歩５分）。 
 

臨時駐車場入口 

つくば駅西方面 



We are GLOBAL INNOVATION COMMUNITY BUILDER

Venture Café Tokyoは“Connecting innovators to make things 

happen”をミッションに掲げ、起業家や起業を志す⼈、投資家、研

究者等、多様なイノベーター達が集い、繋がり、学び合うことでこ

れまでにないイノベーションを⽣み出すコミュニティです。

Venture Caféは⽶国のイノベーション拠点であるCIC (Cambridge 

Innovation Center)の姉妹組織として2010年にボストンで設⽴さ

れて以来、現在世界6カ国10都市（ボストン（⽶）・セントルイス

(⽶)・マイアミ（⽶）フィラデルフィア（⽶）・プロビデンス

(⽶)・ロッテルダム（蘭）・シドニー（豪）・ワルシャワ（波）・

ビルバオ（⻄）・東京（⽇））でイノベーションコミュニティの創

出に取り組んできました。2020年夏、茨城県・つくば市は我々の

グローバルネットワークに新たな⼀員として加わります。

WHO WE ARE

WHAT’S TSUKUBA CONNECT

TSUKUBA CONNÉCTは茨城県が主催し、Venture Café Tokyo

がつくば市にて開催する誰もが参加可能なイノベーション促進

プログラムです。（参加無料）

この促進プログラムは毎⽉第⼀・第三隔週の⾦曜⽇に開催され、

起業家や研究者、学⽣など多様な⼈々が交流し、学び合う機会

の提供を通じて、茨城・つくばを中⼼としたイノベーションコ

ミュニティを創出することを⽬指します。Venture Café 

Tokyoはより多くの⼈々がコミュニティに参加し、緊密な関係

性を築きながら、良きイノベーションの輪を拡げていくことを

願っています。共に世界を変えましょう。

Connecting innovators 

to make things happen

LEARN.      CONNECT.     SHARE.



PROGRAM

2020年 8⽉ 7⽇（⾦）

オンライン参加⽅法/ 場所

 Opening Night

18:00-20:30

開場17:30

PANEL &CONNECTINGSESSION

"Future of Tsukuba -

TSUKUBA CONNECTでめざす地域の未来"
 

中野優理⾹

宇宙航空研究開発機構(JAXA) 有⼈宇宙技術部⾨フライ

トディレクタ

鈴⽊健嗣

筑波⼤学システム情報系教授

サイバニクス研究センター⻑

梅澤⾼明

A.T.カーニー⽇本法⼈会⻑、CIC Japan会⻑

1

2OPENING

KEYNOTE

«TSUKUBA CONNECT -

Connecting innovators to make 

things happen»
 

⼭川恭弘

ベンチャーカフェ東京代表理事

バブソン⼤学アントレプレナーシップ准教授

3

4

5

GLOBAL MESSAGE

"Creating one global community»
 

Bego Maite Jimenez Ocio

ベンチャーカフェBilbao代表

Tracy Brala

ベンチャーカフェPhiladelphia代表

Daniel Enríquez Vidaña

ベンチャーカフェNew England(Boston)代表

⼭川恭弘

ベンチャーカフェ東京代表

CLOSING REMARKS
 

⽑塚幹⼈

つくば市副市⻑

⽊名瀬貴久

茨城県技術⾰新課⻑

18:05

18:00
18:30

20:00

20:20

主催：茨城県 協⼒：つくば市 問い合わせ先：Venture Café Tokyo 

URL: http://venturecafetokyo.org/tsukuba-connect/


